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議題等 平成３０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３０年７月４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１０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 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 

 

○事務局         

福祉子ども部長        長谷 嘉之 

福祉課長           瀬古 俊之 

障がい福祉係 課長補佐    石川 真理 

障がい福祉係 主事      佐藤 伶華 

欠 席 者 

（敬称略） 

委員  知立市聴覚障害者協会 当事者 小栗 誠治 

登録手話通訳者        小笠原 泰子 

要約筆記みどり        木全 雅子、高津 景子 

 

以上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 

（中嶋部会長） 

おはようございます。今日は手話言語条例についていろいろ今まで話をしてきました。先週の日曜日

に愛知県聴覚障害者大会があったときに、県のスローガンと手話言語条例、各市の状況を伝える、とい

うことで知立市の手話言語条例についてたくさん質問がでました。知立市の手話言語条例は、当事者、

ろう協会、手話通訳者、行政がひとつとなっており、関心を集めていると感じました。私は、知立市手

話言語条例を制定させるだけでなく、制定後にきちんと継続していけることが大切だと思います。皆さ

んで責任をもって条例をつくりましょう。今日が最後の検討となるため、是非皆さんで協議していきた

いと思います。 

2．議事 

①手話言語条例について 

（事務局） 



 資料２は福祉課と総務課で検討した案となっております。５分ほど時間をとりますので、ご一読いた

だきますようお願いします。 

～５分時間をとる～ 

（事務局） 

 皆さま、ご一読いただけたでしょうか。 

 まずは事務局より変更点等について説明してもよろしいでしょうか。 

～前回から変更した点及び提案事項について事務局より説明～ 

 

前文について 

（中嶋部会長） 

 まず、変えたところなのですが、前文の中で、視覚言語、非音声言語のどちらにするか、という話が

前回出ましたが、ご意見はいかがでしょうか。視覚言語が今の前文には残してありますが、どうでしょ

うか。 

（加藤委員） 

 このことについて、前回の部会が終わった後自宅にて調べました。国際連合で手話が批准された際の

資料を見ると「non-spoken language」となっているため、条例の基となるものが「非音声言語」と

なっているのをみると、「非音声言語」は普及していないかもしれませんが、「非音声言語」というほう

が妥当ではないかと思います。 

 また、今全日本ろうあ連名で手話言語法を策定するために動いていますが、法案でも「非音声」とい

う言葉を使っているため、どちらかというとよいのでは、と思います。 

（中嶋部会長） 

 「非音声言語」と「視覚言語」は言い方の違いだけですが、全日本ろうあ連名の言い方に合わせて、

「非音声言語」に合わせたほうがよいでしょうか。皆さんどうですか。前回の部会にて福祉課のほうも

「非音声言語」のほうがよいという考えでしたよね。それも踏まえてどうですか。 

（塩澤委員） 

 難しいです。「非音声言語」は新しい言葉なので、なんとなく感覚として。意味は同じなのですけどね。 

（石黒委員） 

 「非音声言語」のなかの「視覚言語」ですよね。ここの文章はわかりやすいです。「非音声言語」のほ

うが正しいかもしれませんが、その中で手話を細かく説明すると「見る、視覚言語である」という説明

だと思います。どうでしょうか。 

（中嶋部会長） 

 行政から話がありましたのは、視覚言語という言葉についてはもうの方々から見ると変に受け止めら

れるのではないか、もうの方々は、視覚言語は考えられなく、受け止める気持ちはどうだろう、という

ことです。意見をいただいたときは、なるほど、と思いました。重複の方は、触手話を使いますが、見

えないので、「非音声言語」のほうがよいのでは、という意見もありました。 

（石黒委員） 

 前文の中に「音声言語である日本語…」とあるので、「視覚言語」というのはおかしいように思えるの

もあるかと思うので、「音声言語」という言葉を省いたらどうでしょうか。この文書は手話の説明をして



いるので、手話というのは見る力が必要な言語です、ということを示したほうがよいのではないでしょ

うか。 

（中嶋部会長） 

 皆さん、ご意見は他にありませんか。 

（事務局） 

 中嶋部会長からも話がありましたように、議会などでは「もうの方々が使う触手話は、言語に含めな

いのか」という質問が出てくる可能性が高いです。触手話も手話のひとつとお考えだと思いますので、

それに思いをよせるのであれば、触手話も含めた「非音声言語」のほうがよいのではないでしょうか。 

いかがでしょうか。手話という言語の説明であるということであれば「視覚言語」が正しいといえると

も思いますが、もうろう者に思いを寄せるという意味でも、法律用語である「非音声言語」を使用する

のも一つの手であると思います。 

（中嶋部会長） 

 どうですか。 

（横井委員） 

 これまでの文書を見ていくと、「音声言語」の前に「表現する」とあります。「表現する視覚言語」と

いう表し方は少し違和感を覚えます。表現するのは、「非音声言語」であると思うため、前文については

「非音声言語」があっていると思います。 

（中嶋部会長） 

 意味は同じだと思いますが、当事者からすると「視覚言語」のがわかりやすいです。しかし、条例を

通す必要もあります。国連でも使われている「非音声言語」だと思いますが、皆さんどうですか。 

～委員賛同～ 

（中嶋部会長） 

では、「非音声言語」に変更でよろしいですか。 

（事務局） 

変更します。前文最初の部分ですが、「音声言語と非音声言語があり…」という文章であれば問題ない

かと思いますが、削除のままでよいですか。 

～委員賛同～ 

（事務局） 

 では、削除のままとします。 

（中嶋部会長） 

 他にご意見はないですか、なければ次にいきます。 

 

第８条について 

（中嶋部会長） 

 「聴覚障害児」を「聴覚に障害のある児童」と変更してくださっています。 

（事務局） 

 少し補足をさせてください。総務課からは前回同様「ろう者」と「聴覚障害児」のバランスについて

指摘がありましたが、皆さんの強い意思もありましたので、それを伝え、「聴覚障害」という言葉を使い



どうにか表すことができないか、という考えで、「聴覚に障害のある児童」という言葉になっております。

それも踏まえて検討していただけると幸いです。 

（中嶋部会長） 

 意見はございませんか。 

（中根委員） 

 前回部会でも話をしましたが、児童と表記されていると、乳幼児、生まれてすぐからのフォローが記

載されていないこととなると思いますが。 

（事務局） 

 児童福祉法の児童には１８歳に満たない者という定義であったかと思いますので、乳幼児も含まれて

いることとなります。法律上は含まれているので、記載はありませんが、ご理解いただけないでしょう

か。 

（加藤委員） 

 今の説明はわかりますが、関係者の思いとして、聞こえない赤ちゃんが生まれたときのフォローが現

時点ですごくネックになっているところです。意見ですが、たとえば、「聴覚に障害のある児童（乳幼児

を含む）」などを含めていただけるとありがたいという気持ちはあります。 

（事務局） 

 法律上の書き方であるため、先ほどのご意見を考えると、人間は、という定義があるにも関わらず、

「（子どもは）」ということが記載されていることと同じになってしまいます。法律上の規定で０歳が含

まれているため、そこに改めて乳幼児に関する記載を含めると、条例として法律に則っていないものと

なってしまいます。法律上書くことが難しいです。 

（加藤委員） 

 今、削除されてしまった第２条の定義のところで記載するのはどうですか。 

（事務局） 

 それも同じであり、「聴覚障害児とは児童福祉法による…」という書き方になってしまいます。 

（中嶋部会長） 

 他の西三河の皆さんもその点に注目すると思います。他市が条例を制定するにあたり、法律に則った

書き方のほうがよいのではないか、西三河全体のことを思うとそう思います。 

（石黒委員） 

 児童福祉法を（）で定義するのはすごいと思います。この文章で、乳幼児という言葉が児童に含まれ

ており、必要ないというのはわかりますので、改めて乳幼児と記載する必要は無いかと思います。これ

をみて分からなかった場合は調べればよいのではないかと思います。児童福祉法には０歳から１８歳に

満たない者のことと、児童相談所が関わっていることが記載されています。私の立場から言うと、赤ち

ゃんが聞こえないとなるとまず行く場所は児童相談所に行くのでよいのではないでしょうか。 

（加藤委員） 

 法律に基づいてというお話をきいて確かにそうだな、と思いました。ありがとうございました。 

（中嶋部会長） 

 （）はこのままつけるのですか。 

（事務局） 



 そうです。 

（中嶋部会長） 

 無い場合はどうなりますか。各々の解釈になるのですか。 

（中根委員） 

 一般的に「児童」は小学生くらいの子どもを表すように思います。 

（中嶋部会長） 

 わかりました。では、他に意見がなければ次に行きます。 

 

第１６条について 

（中嶋部会長） 

 これが一番大きな問題ですが、西三河の各市が条例を制定しやすいという面では削除という考え方も

あるかと思いますが。 

（事務局） 

 １６条は財政上の措置の担保の内容ですが、これがあるから優先して予算がつくのではなく、また、

ないからといって予算上全く措置されないわけでもありません。おそらく条例可決後、なにを行ってい

くかが、他市の考え方同様大切だと思いますが、実際の施策は平成３２年度に策定する計画に書き込み、

それに書き込むことで予算確保となります。条例に財政上の措置について記載があるかどうかについて

は予算措置とは関連しない部分でもありますが、庁内では抵抗感があるのも事実です。他市が制定され

た条例を見た際に、「ここまでハードルが高いものであると、策定できかねる。」となってしまうことが

懸念されます。覚えとして記載するという考え方も十分わかりますが、条例に記載するかどうかとは別

の考えであるかと思います。 

（中嶋部会長） 

 予算の話ですが、いろいろ説明してもらい、そうだと私も思います。しかし、県のほう、また他の市

の協会ですね。条例に基づいて計画を実行していくときに予算が必要であれば話し合っていくという流

れが一番大切であると思っています。他市のろう協会に説明をきちんとする必要があるので、私も頑張

らないといけません。 

（加藤委員） 

 私たちが一番思っているのは、条例の普及です。そのため、知立市は制定したが、他市がそれをみて

策定できないとなるのはものすごく残念なことです。財政上の措置を省いたとして、他市でも手話言語

条例が制定されることが一番よいと思います。一番大切なのは協議の場であると思うので、条例を見直

したり、計画を検討したりするにあたり、話をする場が必ず継続すること、協議の場の項目で唱ってい

るので、１６条については致し方ないという考えです。 

（中嶋部会長） 

 では１６条は削除ということでよろしいですか。 

（加藤委員） 

 協議の場がきちんと載っているので、納得しているという意見です。 

（中嶋部会長） 

 わかりました。改めて協議の場について話が出ましたが、他市では策定委員会を作っています。知立



市では、そういうものを設けなくても、コミュニケーション部会でということなっています。柔軟的な

対応ということですね。他市はきちんと集まる感じですが。策定委員会となるとお金が発生するのです

か。 

（事務局） 

 学識経験者、大学の教授を呼ぶと、無報酬と言うわけにはいきませんので、お金が発生します。以前

検討した際には、委員会メンバーがコミュニケーション部会のメンバーとほぼ同じになること、学識経

験者については、ろう協会の意見ができていること、権利や義務が発生する条例ではないことで、特に

学識経験者を呼ばずとも、コミュニケーション部会で協議していけばよいのでは、ということでスター

トしました。条例制定後の内容についても、この部会で協議していければと思います。 

（中嶋部会長） 

 コミュニケーション部会優先で考えていくことが行政の考え方ということですね。 

 これは予算を取るための活動ではないですが、第１６条を削除して手話言語条例を制定した後、手話

言語条例についてまとめたパンフレットを作成、配布するとなった場合は予算が必要だと思いますが、

どのように対応されますか。 

（事務局） 

 条例制定後、皆さんが啓発冊子が必要、講演会を開くべきであるということであれば、ご相談いただ

ければ、福祉課が責任を持って予算確保のために動きます。 

（中嶋部会長） 

 よろしいでしょうか。皆さんの気持ちは予算獲得よりもまず実施することです。手話を広めるために

必要なやるべきことについて話し合いをしてまとめていく、提案してまた話し合っていくことが大切で

す。また、予算獲得の時には、やはり私たちが声を上げ、行政に対して理解を求めていく姿勢が必要だ

と思います。 

（事務局） 

 先日、行政側で検討し、手話言語条例制定後、おえかきボードのようなものを設置するのはどうか、

と中嶋部会長に相談したところ、それはコミュニケーションの手段としては有効であるが、手話言語条

例とは直接関係がないのでは、というご意見でした。手話とコミュニケーションが別であると改めて感

じこの案は取り下げましたが、このように、行政が考えることと当事者の方々の考えでずれがでてくる

ので、そういったところについて話し合っていただくと、市にとって効果のあるものに投資ができると

思うので、よろしくお願いします。 

（中嶋部会長） 

 昨日、リング C の会議があり、手話言語条例について理解をいただき、協力もしてくれるそうです。 

 これまでは、他の障害者団体がなにをしているのかわからなかったり、手話でなくても筆談でやりと

りすればよいので手話は必要ないと言われてしまったりということがありましたが、これまで活動をし

てきて、手話が必要であるという認識が広まっています。理解を広めるために、予算が必要であれば、

協議をしていけばよいと思います。予算がほしいわけではないので、第１６条は削除でお願いします。 

 明日は、県内の手話に関する担当者会議があり、石川補佐が出席されると聞いています。予算を含め、

条例の制定状況について質問があると思いますのでお願いします。 

（事務局） 



 今日の部会の内容をまとめて説明します。 

（中嶋部会長） 

 今年に入って、県の愛知手話通訳問題研究会をまとめて、手話言語条例を市で制定する際に、できれ

ば県の役員が部会にはいれないか、というお願いがありました。知立市はコミュニケーション部会で続

けていくので、部会で話し合って進めていくことになると思うため、市だけで検討するのが困難になっ

たときにはご意見をいただくという形で質問があったら答えていただくといいのではないでしょうか。

県の方が絶対に入らなければならないという誤解もあるようです。 

（事務局） 

 わかりました。 

（中嶋部会長） 

 他にありませんか。 

 

第８条について 

（加藤委員） 

 第８条について、その他の手話に関する情報に全て含まれているのかと思いますが、たとえば、そこ

に「・相談」という言葉をつけていただけるとありがたいです。これがあると、保護者が気軽に相談で

きるのだな、と思えるのではないかと思いました。支援の中に入っているということであればそうです

が、意見です。 

（事務局） 

 追記するとしたら、「その他の手話に関する情報及び相談体制の提供」などでしょうか。 

（加藤委員） 

 そうですね。 

（中嶋部会長） 

 相談は確かに大切ですね。 

（事務局） 

 では一度、検討してみたいと思います。 

 本日で検討日最後のこともあり、もしかすると検討した結果、再度相談の部分が削除されてしまうか

もしれませんが、総務課にも提案してみますのでよろしくお願いします。 

（加藤委員） 

 わかりました。 

 

第１２条について 

（中根委員） 

 確認なのですが、第１２条についてです。「学校（学校教育法）…」とあります。学校教育法であると、

保育園、保育所などは含まれていないのではないでしょうか。 

（事務局） 

 申し訳ありません。法律について確認するのを失念しておりました。 

～法律をその場で確認する～ 



（事務局） 

 皆さんの意見は、「学校教育法の定義にある学校だけでなく、保育園も必要である」ということでよろ

しいですか。 

～委員賛同～ 

（事務局） 

 今、法律を確認したところ、小学校、中学校、高等学校、大学、もう学校、ろう学校、養護学校及び

幼稚園とすると定義にありますので、中根委員の仰るとおり、保育園、保育所が抜けています。 

 一度総務課と調整して、保育園、保育所に関する記載をいれるようにしますが、どのような法律の定

義を記載すべきかは即答できかねますので、一度持ち帰らせていただいて、書き方についてはこちらに

一任させていただくという形でよろしいですか。 

～委員賛同～ 

（事務局） 

 では、現時点ではどういった記載になるかはわかりませんが、保育園、保育所に関する内容をもりこ

むということで修正させていただきます。 

（中嶋部会長） 

 他にはよろしいでしょうか。 

～委員賛同～ 

（中嶋部会長） 

 自立支援協議会では手話言語条例について話をしており、承認していただけました。今後は７月１３

日に課長会議、その後臨時庁議、という流れになります。 

（事務局） 

 １１月２１日の議会提出は、議会に提出する案を総務課に提出する日程の予定です。ここで訂正しま

す。申し訳ございません。その後にある１２月での議会上程が議会に案を提出する日程です。 

（中嶋部会長） 

 上程は議会に案を提出することですか。 

（事務局） 

 そうです。 

（中嶋部会長） 

 議会上程時には皆さんにも議会に来ていただき、その場を見ていただけたらと思います。 

（事務局） 

 補足説明をさせてください。今後、課長会議や臨時庁議で疑義があった場合、修正が必要であれば、

その都度皆さんには申し訳ございませんが、修正案に関するご意見をいただきたいと思っておりますの

で、ご予定がある方もいらっしゃるかと思いますが、急遽部会を開催することもあるかもしれませんの

で、何卒よろしくお願いいたします。 

また、パブリックコメントにて特に修正が必要な意見がなければ、手話言語条例の内容についてはコ

ミュニケーション部会及び自立支援協議会で議題としない場合もありますので、ご理解ください。 

 最後に、施行日についてですが、特に協議を現時点でしていただいていませんが、総務課の案として

は、権利や義務を発生させる場合は、いつから法律的な根拠があるのかをはっきりさせるために、施行



日を記載するという指摘がありました。手話言語条例は権利や義務が発生しないため、議会上程し可決

後速やかに施行が通常の流れではないかとのことです。しかし、福祉課の意見としては、来年４月１日

からと期限を持ったほうが分かりやすいこと、平成３１年にスポーツ大会が控えていることがあります

ので、４月１日に合わせたほうがいいのではという考えもあります。そのあたりについてはまだ総務課

と検討中ですが、上程後速やかに施行するか、平成３１年４月１日施行にするかについてご意見があれ

ば頂戴したいです。 

（中嶋部会長） 

 どちらでもよいと思います。大切なのは皆さんが話し合った結果ですので、私は、こだわりはないで

すが、皆さんどうでしょうか。前の流れを考えると３月議会上程もありうるということでしたが、どう

でしょうか。 

（事務局） 

 現時点では１２月議会上程で間に合うように動いておりますが、庁内での検討の結果大幅な修正が必

要であるということであれば、何度か部会を開催する必要もでてきます。そうなりますと、１２月議会

上程が困難となり、３月議会になる可能性も有りうると思います。 

（稲垣委員） 

 どちらがよいということではありませんが、４月にスポーツ大会があるので、それまでに少しでも手

話が普及していたらよいと思います。 

（中嶋部会長） 

 皆さんどうでしょうか。流れに合わせてでよいですか。 

～委員賛同～ 

（事務局） 

 わかりました。ありがとうございます。 

（中嶋部会長） 

 よいでしょうか。私の気持ちとしては、ろうの子どもたちが手話を獲得したり、相談したりでき、高

齢者になっても、安心して介護等の支援がしていただけるような、ゆりかごから墓場までという一生の

間、皆さんが幸せに生活が出来れば、と思います。 

 では皆さんよいでしょうか。 

（事務局） 

 本日の議事録と一緒に、今後、課長会議、庁議などで提出する条例案も合わせて送付するようにいた

しますので、よろしくお願いいたします。 

（中嶋部会長） 

では、第４回コミュニケーション部会にご参加くださり、ありがとうございました。お疲れ様でした。 

 

 

以上 

 


