
 

様式第１号（第５条関係）  

 

審議会等会議録概要 

会 議 の 名 称 平成 28年度第 2回久喜市障がい者施策推進協議会 

開 催 年 月 日 平成 28年 11月 7日 

開始・終了時刻 午後 1時 30分から午後 4時 10分 

開 催 場 所 鷲宮総合支所 407、408会議室 

議 長 氏 名 櫻井 邦夫 

出席委員（者）氏名 別紙のとおり 

欠席委員（者）氏名 別紙のとおり 

説明者の職氏名 山﨑障がい者福祉課長、岡田課長補佐、赤根主任 

事務局職員職氏名 

田中福祉部長、山﨑障がい者福祉課長、荻野菖蒲福祉課

長、市川栗橋福祉課長、中村鷲宮福祉課長、岡田課長補

佐、鳥海課長補佐、赤根主任 

 

会 議 次 第 

 

１．開会 

２．委員委嘱 

３．市長あいさつ 

４．会長・副会長選出 

５．議事 

1）久喜市障がい福祉計画の進捗状況について 

 2）久喜市障がい者計画・障がい福祉計画策定のための

実態調査について 

 3）久喜市手話言語条例の進捗状況及びパブリックコメ

ントの実施について 

 4）その他 

６．閉会 

配 布 資 料 別紙のとおり 

会議の公開又は非公開 公開 

傍 聴 人 数 ０人 
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様式第２号（第５条関係） 

 

審議会等会議録 

 

発 言 者 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

司会 

（山﨑課長） 

～開会を宣言 

～委嘱書交付 

～会議の成立について確認 

～市長よりあいさつ 

市長 

（田中市長） 

皆さん、こんにちは。久喜市長の田中暄二でございます。 

ただいま、障がい者施策推進協議会委員をお願い申し上げました。２年

間の任期でございます。どうぞ、よろしくお願い申し上げます。 

さて、障がい者を取り巻く状況につきましては、近年、障がい者の権利

擁護に向けた取り組みが国際的に進展しておりまして、障害者基本法の改

正を初め、障害者虐待防止法、障害者総合支援法、障害者差別解消法など

の国内法が相次いで整備されております。少子高齢化や家族形態の変化、

福祉ニーズの多様化が進んでおりまして、久喜市といたしましても、障が

い者の自立支援や社会参加の推進、障がいの特性においてきめ細かい障が

い福祉サービスの充実などを進めてまいります。 

本市の障がい福祉における基本理念でございます「障がいのある人もな

い人も全ての人がともに生き、ともに安心して暮らせる新しい共生社会づ

くり」を目指し、今後も取り組んでまいりますので、ぜひご理解とご協力

の程、お願い申し上げます。 

本日ご協議いただく内容でございますけれども、第４期久喜市障がい福

祉計画の進捗状況、久喜市障がい者計画・障がい福祉計画策定のための実

態調査、久喜市手話言語条例の進捗状況及びパブリックコメントの実施に

ついてでございます。 

また、来年度につきましては、平成 30 年度を初年度とする久喜市障が

い者計画及び第５期久喜市障がい福祉計画の策定に向けた内容の検討を予

定しております。 

２年間、本協議会委員としてそれぞれのお立場から忌憚のないご意見を

お願いを申し上げまして、私の冒頭のあいさつとさせていただきます。ど

うぞよろしくお願い申し上げます。 

司会 

（山﨑課長） 

～附属機関の委員名簿について 

～会議の公開（傍聴・会議録）について説明 

～配布資料の確認 
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～委嘱書交付（追加） 

～会長・副会長選出（会長に櫻井委員、副会長に押田委員を選出） 

～委員自己紹介 

櫻井会長 ただいま会長にご指名をいただき、心から恐縮いたしております。幸い

旧知の委員さんが多数おられますので、うれしく、心強く思っているとこ

ろでございます。 

もとより微力ではございますが、これまでの会長経験や、長年の福祉現

場経験等々を生かしながら、委員の皆様とともに久喜市における障がい者

福祉の向上に少しでも貢献できるよう努力していきたいと思っています。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

押田副会長 皆さんこんにちは。押田と申します。私は旧菖蒲町でございますが、こ

この身体障害者福祉会の会長を務めております。よろしくお願いいたしま

す。 

私自身、障がいを持っておりますが、今まで周りの方々の温かいご理解

をいただき、感謝する次第でございます。どの程度会長さんを補佐できる

かわかりませんが、頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

奥澤委員 ただいまご紹介いただきました１番の奥澤でございます。久喜の上清久、

東京理科大の近くに住んでいます。よろしくお願いいたします。 

ちょっと仕事のことをいいですか。私は公務員、教員を三十数年間勤め

た後、国立病院の中にあります蓮田市の黒浜訓練センターで 10 年近く勤

めました。難病ですけれども、簡単に言うと病気はＤＭＰ、難しく言うと

プログレッシブ・マスキュラー・ジストロフィーという、実に厄介な病気

の子どもたちなのですが、別に医者ではありませんから病気のことも勉強

しましたけれども、特に私はハンドベルという一つの癒しの音楽を教えて

おりまして、私自身も大変勉強になりました。退職をして家におりました

ら、前にやったことのある仕事がありましたので応募いたしました。何か

お役に立つことがあればお手伝いしたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

小林芽美委員 ２番目の小林芽美です。よろしくお願いいたします。子どもが今 19 歳

になりましたが、ダウン症を持つ息子がおります。ずっと福祉サービスに

お世話になりながら今まで生きてきました。子どもが小さいときに比べた

ら本当に福祉サービスが豊かになっているなということを実感していま

す。親として、子どもたちが今後幸せに暮らしていくことができるように

するにはどうすればいいのだろうかと日頃考えております。親として、地

域に住む一人の地域住民として、何ができるかなということを考えていき
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たいなと思っております。本当に何ができるかと言えば何もできないのか

もしれないのですけれども、精いっぱい生きてみたいと思っております。

よろしくお願いいたします。 

神委員 一般公募委員の神博孝と申します。鷲宮の西大輪、ここからすぐそばの

ところに住んでおります。私自身７年前に両耳の音を失いまして、６年前

から人工内耳を装用しています。手話はわかりません。ただ、重度身体障

がい者になりまして、少しでもそういった方面でお役に立てばいいなと思

いまして委員をやっております。皆さん、どうぞよろしくお願いいたしま

す。微力ですが、何かお力になればと思っています。 

あと、私は頭の中に電極を埋め込んでいるのですけれども、耳の聞こえ

ない方がいらっしゃれば、私が動くサンプルのようなものなので、私にご

連絡いただければどこへでも出向いてまいりますので、よろしくお願いし

ます。 

鈴木委員 名簿４番の鈴木美穂と申します。私自身は全身性エリテマトーデスとい

う難病を抱えていて、身体障害者手帳の交付も受けております。平成 27

年１月に難病法ができたのと同時に地域の難病患者さんたちの集まりを運

営しています。地域にお住まいの難病患者さんたちはさまざまな福祉サー

ビスを必要としていらっしゃるのですけれども、その適用関係が複雑なた

め、満足な生活が送れなかったり、ご家族の方の介護負担も軽減されてい

ないような現状もあります。利用しやすい制度の作成を目指すために、委

員として参加させていただきますので、よろしくお願いします。 

関根委員 ５番目の関根と申します。鷲宮に住んでおります。26 年から委員をさせ

ていただいております。私自身は障がいではないのですけれども、片肺が

ほとんどないので、若干苦労しているところはあります。以前福祉関係に

携わったことがありまして、公募委員に応募させていただいております。

よろしくお願いいたします。 

奈良委員 ６番目の奈良千鶴です。公募委員として応募させていただきました。私

は放課後児童クラブの支援員の仕事をさせていただいています。年々発達

障がいを持つお子様が増えて、やはり子どもに関わる仕事で、子どもの気

持ちはもちろんですが、その親御さんの気持ちにもっと寄り添えたらなと

いう思いもありまして、こちらで勉強をさせていただきながら、また伝え

ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

赤池委員 ７番目、久喜市久喜身体障害福祉会の赤池勝夫と申します。私は外見上

は障がいがあるのかということをよく言われるのですけれども、私の場合

は内部障がいで、血液透析をしてもう 13 年目に入っております。そうい

うことで今年から身障会の会長になりましたので、よろしくお願いいたし
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ます。 

桜井委員 ９番目の桜井直美です。久喜市栗橋手をつなぐ育成会の会長をしており

ます。私には中３のダウン症の娘がおります。その関係でいろいろな親の

会に入っているのですけれども、手をつなぐ育成会だけではなくて、今私

が所属している四つの団体それぞれのお母さん方、お父さん方、また本人

からのいろいろな思いを私がこの場で伝えられたらと思い、お引き受けい

たしました。仕事ではポーテージという療育相談の仕事をしております。

主に鴻巣市、久喜市でやっています。 

私は実は、ずっと小学校教員をやっていまして、それから最後は特別支

援学校の教員もしておりました。私は当事者の親であり、元教員をしてい

たということで、学校と地域と保護者、それから子どもたち、福祉事業所

の方、それから行政の方、こういうところをつなげていくのが私の役目だ

と思っています。どうぞよろしくお願いします。 

中城委員 10 番の中城と申します。わかちあいるーむというのは、精神の障がい者

を持つ家族とその当事者の会です。久喜では、精神障がいのある当事者が

参加できる家族会というのはわかちあいるーむだけです。精神の障がいの

ある方は目に見えない障がいなので、例えば耳が聞こえないとか、目が不

自由とか、そういうのではなくて、本当に見かけは全く健常者と変わりな

く過ごしてはいますけれども、やはりうつとか、いろいろな病気で苦しん

でいる方も多いのです。また行政に全然つながっていない、年金があるこ

とすら知らない人もいる中で、ぜひそういうことで困っている方がいたら、

この家族会にお誘いくださればと思います。目に見えない障がいというこ

とをわかっていただくためにも私はここに来ています。よろしくお願いい

たします。 

山路委員 名簿 12 番の埼葛北障害者生活支援センターきららの管理者をしていま

す山路といいます。みぬま福祉会に所属をしております。みぬま福祉会は、

久喜市のふれあいセンターの中にある地域活動支援センターⅡ型というデ

イサービスと障害者生活支援センターをやっています。特に身体の方への

相談と支援を行っています。前回に引き続き委員になりました。これから

もよろしくお願いいたします。 

松本委員 名簿でいう 13 番になります松本です。社会福祉法人啓和会の久喜市ゆ

う・あいの施設長をしております。久喜市ゆう・あいは鷲宮の上内地区に

あります。４月から施設長になりまして、まだ力が足りない部分もあるか

と思いますが、一生懸命努力をして貢献していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

戸部委員 名簿 14 番の埼葛北障害者生活支援センターベルベールの戸部と申しま
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す。よろしくお願いいたします。医療法人大壮会は、久喜市にあります久

喜すずのき病院が母体になった法人となっております。ベルベールのほう

は精神障がいの方を主に相談支援というかたちで受けている事業所になり

ます。よろしくお願いいたします。 

宮原委員 ＮＰＯ法人あんご工房の宮原と申します。あんご工房は精神障がい者の

方の自立のための施設だと思っております。全国的にでしょうけれども、

精神障がい者に対してまだ手当がとても薄いのですね。それで、皆さんが

平等にいろいろ支援を受けられるようにと頑張っていますけれども、何の

力にもなっていないような気がしていつも落ち込んでおります。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

野口委員 名簿の 15 番になります、社会福祉法人久喜市社会福祉協議会総務課課

長補佐兼総務係長の野口と申します。よろしくお願いいたします。 

谷部委員 こんにちは。名簿 17 番の久喜特別支援学校の谷部といいます。どうぞ

よろしくお願いします。現在、約 200 名のお子さんをお預かりしています。

11 月 19 日の土曜日に、文化祭、いちょうまつりを行います。ぜひ子ども

たちの晴れ舞台を見にきていただければと思います。どうぞよろしくお願

いいします。 

中山委員 皆さん、こんにちは。名簿 18 番、騎西特別支援学校教頭の中山と申し

ます。どうぞよろしくお願いします。久喜で申しますと、本校の学区は旧

菖蒲町でございます。通っている人数は少ないのですけれども、全部の学

区を合わせると 203 名の児童・生徒が今通っております。年々、本校に通

う児童・生徒の人数増えております。そうした中でさまざまな障がいを持

ったお子さんたちのニーズに合わせて、支援ですとか教育を施していく特

別支援学校の役割というのが非常に大きいものになっていると思っており

ます。障がいを持つ方のために何かできればと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

西岡委員 春日部公共職業安定所の外国人専門官の西岡拓也と申します。よろしく

お願いいたします。私自身、行政歴は 20 年強あるのですけれども、障が

い者という分野につきましては、二十数年間いた中で初めてというかたち

になります。障がい者について、私のほうも今年から対応させていただい

たところですので、わからないところが多々ありますので、皆様のご協力

をいただいて知恵を授けていただければと思います。今後ともよろしくお

願いいたします。 

小林聖司委員 名簿順 11 番の久喜市聴覚障害者協会、事業部の小林と申します。よろ

しくお願いいたします。この会議が初めての参加となります。私は手話言

語条例の検討委員も務めております。都内の大学などで６年間、手話言語
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条例や手話関係につきましてなど、手話の講師等も務めております。また、

手話言語法の勉強も進めていきたいと思っております。皆さん、ご協力を

よろしくお願いいたします。 

司会 

（山﨑課長） 

～事務局自己紹介 

～手話通訳者・コンサルタント紹介 

議長 

（櫻井会長） 

～櫻井会長が議長となり議事を進行 

ただいま無事自己紹介が終わりましたので、早速予定された議事に入っ

ていきたいと思います。座ったまま進行を進めますので、どうぞご了解を

お願いいたします。 

まず最初に、会議録作成の署名委員の関係ですが、事務局が作成した後、

その確認のために従来から２名の方にお願いしております。いつも名簿順

ですので、今回も名簿順にしたいと思います。１番の奥澤委員さん、２番

の小林委員さん、署名委員としてよろしくお願いいたします。 

それでは、早速議事に入ってまいります。今日は、今回の議事を見てい

ますと大体、ほとんど報告事項になっていますが、何かありましたらぜひ、

積極的に遠慮なくご発言をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

では、計画の進捗状況について、お願いします。 

事務局 ～資料１説明～ 

議長 

（櫻井会長） 

ありがとうございました。それでは、今の進捗状況につきまして、この

事業についてもう少し詳しく聞きたいとか、確認したいというのがありま

したらお願いします。 

小林さん、どうぞ。 

小林聖司委員 質問があるのですが、ちょっと聞き慣れない言葉がありました。３ペー

ジの中で、「人」という字に「日」という字を書いているところがあります

が、｢人日｣という意味を詳しく教えていただきたいと思います。 

事務局 ここで言うところの人日につきましては、単位のことでございます。１

か月当たりの利用日数でございます。例えば３ページの（２）「日中活動系

サービス」というところが書いてあるかと思います。こちらに括弧で「単

位は月平均の利用日数及び人数」と記載させていただいております。 

小林聖司委員 内容はわかったのですが、日ではなくて月と書くとまた別という意味で

しょうか。「人日」ではなくて「人月」。 

議長 

（櫻井会長） 

事務局いかがですか。 

事務局 こちらのほうの人日につきましては、１人が１日利用すると「１人日（い

ちにんにち）」というふうになります。 
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奥澤委員 延べ日数でしょう。それを説明すればいいのです。これは延べ日数です

よと言えばわかると思うのです。言葉がわかりにくいので。 

事務局 こちらにつきましては、第４期計画の 19 ページの方をご覧いただきた

いと存じます。こちらのページの上段、１段目の４行目あたりになるかと

思うのですが、「障害福祉サービスにおける単位」ということで記載させて

いただいております。こちらの単位に基づいて今回の実績についてもご報

告させていただいているということで、ご理解いただければと思っており

ます。こちら「人日」というのが「月間の利用者数」×「１人１月当たり

の平均利用日数」でございます。 

小林聖司委員 わかりました。ありがとうございました。 

議長 

（櫻井会長） 

従来から他の市町村も久喜市と同じような形で使用していると思いま

す。行政の慣例、ルールによって使っているとご理解いただければ良いの

かなと思っています。他にございますか。 

関根委員 計画については、行政並びに関係団体が非常にご努力、ご苦労いただい

ていることに感謝申し上げ敬意を表す次第です。今説明があったとおり、

非常に多いところ、少ないところ、でこぼこはいたしておりますけれども、

おおむね計画どおりということでお聞きして、おおむねそのとおりになっ

ているのではないかと思って、関係者のご努力に大変感謝申し上げる次第

です。 

その中で１点だけ、ちょっと今お話がありました人日なのですけれども、

３ページの（２）「日中活動系サービス」は人数はおおむねよろしいのです

けれども、日にちで割ってみますとやはり目標より若干下回っているので

すよね。これはやはり最初に説明があった月当たり 22 日という標準日数

を設定した関係かなと思うのですけれども、それについてご説明がありま

したらお願いしたいと思います。 

もう１点、成果目標の中で、私だけわからないのかもしれないですが、

５ページの⑥就労移行率が 100％とあるのですが、この考え方も前の説明

にあるのですけれども、18 ページに 100％の考え方が書いてあるのですけ

れども、このあたりも私の理解が不足になっています。27 年度の数値目標

が 100％で 27 年度が 100％という、このあたりの考え方をもう少し、簡単

に言えば、例えば事業所が 100 か所だったら 100％はどうなるのかという

ようなことがわかりましたら、お願いしたいと思っております。以上です。 

事務局 事務局からご説明させていただきたいと思います。関根委員から２点ご

質問がございました。 

まず、１点目についてです。まず、生活介護の実績と見込みの数値の開

きが大きいということですけれども、こちらは第４期計画の 21 ページを
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ご覧いただければと思います。21 ページの（２）「日中活動系サービス」

ということで、平成 26 年度の実績が記載されております。こちらのほう

の実績につきましては、26 年度 5,970 人日というふうになってございまし

た。平成 27 年度は見込量が 6,732 人日ということで、大分大きく見込み

のほうを予想していたのですが、実際のところは 6,024 人日ということで、

若干数値のほうが低くなっているところでございます。第４期計画の実績

をもとに見込量を策定させていただいたところですが、実際の利用のほう

が想定よりも少なかったということで、ちょっと開きがあるのかなという

ふうに考えているところでございます。 

続いて２点目の質問についてでございます。資料でいうところの⑥「就

労移行支援事業所ごとの就労移行率」の質問になります。こちらについて

は、市内の就労移行支援を行っている事業所については、久喜けいわさん

の１か所となっているところでございます。こちらのほうの事業所さんに

つきましては、就労移行率が３割を超えており、条件をクリアしておると

ころでございますので、100％ということで記載しています。以上でよろ

しいでしょうか。 

関根委員 ありがとうございました。 

桜井委員 人日の件です。私、以前も言ったことがあるのですけれども、やはり人

日はよくわからないので、ぱっと見たときに、私も前の説明を思い出して、

自分で計算し直すのですが、やはりわかりづらいので、「延べ」と書いてあ

るのに、延べ利用日数なのに、「人」という字をつけることがちょっと違和

感がやはりあります。前も言ったのですけれども、「日／月」では駄目なの

でしょうかというのが正直なところです。延べ日数なのに人をつけること

はちょっとどうしてなのかがまだわからないのですけれども。 

でも、もう計画はできていて、これはもう前回の計画なので、今後新た

な計画を作成する際にもう少しわかりやすい表記の仕方はないのかなと思

うので、今後検討していただけたらというふうに思います。 

併せて、今の「事業所ごとの就労移行率 100％」というところも、こち

らの計画を見ればわかるのですけれども、やはり思い出すまでに時間がか

かります。ということは、一般の方が見たときにはこれは何だろうという

ことになると思うので、もう少し表記のときに説明を加えていただいたほ

うがいいなと思いますので、以上の二つの点については、次の計画を立て

る際の検討の際に反映していただけたらというふうに思います。以上です。 

議長 

（櫻井会長） 

ありがとうございました。行政上の従来からの扱いで、久喜市だけの問

題ではないと思いますので、現時点では研究課題とさせていただければと

思います。今後、次回計画はわかりやすい形で考えていくといいかもしれ
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ません。他にございますか。もしありましたら最後に総括でいただきます

が、とりあえずこの辺で議題１については終わらせていただきます。 

ちょうど１時間半経過しましたので、10 分ぐらい休憩をさせていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

～10分間休憩 

議長 

（櫻井会長） 

では、再開させていただきます。 

実態調査につきまして、事務局よろしくお願いします。 

事務局 ～資料２説明 

議長 

（櫻井会長） 

ありがとうございました。これについては新しい委員さんのために、改

めて少々お話をいただきました。実績、回答状況は比較的いいほうなのか

なと思っています。 

次回の会議は３月 24 日午後からという話がございましたので、そのと

きの報告を踏まえていろいろ意見交換をしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

それでは、３番に入ります。３番の久喜市手話言語条例の進捗状況及び

パブリックコメントの実施についてよろしくお願いします。 

事務局 ～資料３説明 

議長 

（櫻井会長） 

ありがとうございました。それでは、何かございますか。どうぞ。 

神委員 先ほどのお話の中で、音声言語と非音声言語とありますが、確かに手話

は非音声言語です。それで、平成 18 年国際連合で採択されたのは「言語

その他の形態の非音声言語」というふうになっているはずなのです。そう

すると、手話だけではないのです。そのあたりで、手話は当然言語という

ふうにするのは僕はもちろん賛成ですし、いいのですけれども、ただその

他のもの、その他の非音声言語というのをどうするのということになるの

ではないかなと思うわけです。 

というのは、例えば視覚障がいの方でしたら、点訳も非音声言語です。

それとか、例えば発達障がいの方でも写真とか絵だって言語になるはずな

のです。今ここにあるのは耳の聞こえない人、聞こえづらい人だけが対象

なのです。そうなると、これでいいのですかという、片手落ちのものにな

ってしまうと思うわけです。ここで絞るのは、本当に耳の聞こえない方、

聞こえづらい方に対する手話だけでいいのですか、市の条例は。それでい

いのかどうかということなのです。そのあたりがこの検討会の中で検討さ

れたのかどうかというのがわからないと思うのです。 

確かに、非音声言語を含めるとなるとかなり範囲が広くなるし、非常に

難しい状況になることは間違いないです。ところが、例えば兵庫県の明石
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市とか加古川市などは、ここに書いてあるように耳に限っていないわけで

す。「障がい特性に応じた言語」というふうになっているのです。だから、

コミュニケーションをとるのは言語だけれども、それに対するものをもう

ちょっと幅を広げないと、その人たちは取り残されることになりますとい

う考えなのです。いかがでしょうか。 

議長 

（櫻井会長） 

よく他の市を研究されていますね。 

神委員 確かに、手話というのは言語になっているのだけれども、その他のもの

はどうするのかと思います。例えば発達障がいの方でも音楽などはやりま

すよね。そうすると、そこに口の開き方とか、音程みたいなもので教えて

いる部分があるのです。手話は、耳の聞こえない方が今どのくらいいるか

数はわからないけれども、たしか 40 万人ぐらいいるのかな。平成８年度

には耳の聞こえない方で手話ができる方というのは 14％しかいないので

す。非常に少ないのです。日本国内はまだまだ手話をわかる方は少ないの

です。僕は耳が聞こえないけれども、手話を使っていません。いろいろな

方法があると思っています。 

奥澤委員 私も実際手話を研究したことはないのですが、文献を見ると手話という

のは、ボディーランゲージなのです。言語というのは、障がい者に対する

言葉ということで理解して、そして広まっていったみたいです。ですから、

日本のように手話だからどうこう言わないで、大きく捉えています。その

あたりの違いではないかと思います。だから、そのあたりを検討していけ

ば、手話をどうするのだというのがわかると思うのです。要はその一部な

のです。大きく捉えたらボディーランゲージなんですよ。体から出る言葉

なのです。そういう捉え方をすると広がっていくと思います。 

議長 

（櫻井会長） 

そのあたりは検討会でどういう議論がなされているのか、現時点までの

お話をいただければと思います。 

事務局 ありがとうございます。始めに、神委員の言われた言語が手話だけでは

ないというお話は、確かに大変詳しいお話をいただきまして、ありがとう

ございます。 

実は今、全国の自治体で 55 の手話言語条例ができている中にはいくつ

か、正確に今は申し上げることはできないのですが、３つぐらいだったと

思います。情報コミュニケーション条例というものができていまして、先

ほどあった明石市ですとか習志野市とか、そういうところだったと思いま

す。手話以外にも目の見えない方に対する点字ですとか、音声を取り入れ

るというようなことも含めて、情報をその方に合う、障がい特性に合う形

できちんと届くようなことをしようというような考え方が進んできていま
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す。 

確かにそういったことがあるのですが、今回そもそも手話言語条例の取

り組みを考え始めたというのが２年前の久喜市議会におきまして、平成 26

年６月のことでございます。久喜市議会議員の提案によりまして、手話言

語法を制定すべきだというようなご意見があり、意見書を国に提出すると

いうことになったわけでございます。 

その内容としては、ろう者といいまして、耳の聞こえない方で手話をさ

れる方は、もう少し詳しく言うと、先天的に、生まれつき聞こえない方の

場合は特に、日本語の教育を受けていないので、文字をきちんと正確に読

んで、またそれを書くという表現をすることがすごく難しいという事実が

ございます。そういった方がろう学校に行って勉強するのだけれども、実

はそのろう学校では長い間手話は禁止されていたという、人権的な部分で

疎外をされていたといったところが長くあったのだということでございま

す。 

聴覚障害者協会の方にお話を伺いましたところ、実際にそのとおりであ

ったということでございまして、長い間ろう学校では人の口を読む、形を

読む、口話法が行われていました。社会に出たときに困らないように、手

話を使うのではなくて、人の口の形を読んで、声を聞いたことがないから

声を出すのも大変なのに声を出せと言われる、そういう教えをずっと受け

てきたということなのです。最近になってようやくその考え方が改められ

て、手話がこういうふうにしゃべっている音声言語と同じように、手話だ

けで十分会話ができる世界があることが認められるようになりました。 

ところが、そうすると手話を使う方と手話がわからない方との、この間

をつなぐ方法が必要なわけです。それが、今日いらっしゃっていますが、

手話通訳を介して初めてこれが成り立つわけです。ところが、これもやは

りなかなか不便を来たしているというのが事実なので、ここの部分をどん

どん解消したい。久喜市としては手話を使いやすい環境をもっと整えてい

きたいのですが、手話を覚えるというのは外国語を一つ学ぶようなことで

すから簡単ではないのです。でも、皆さんも英語で少しだけだったらあい

さつができると思うのです。そういうことができるだけでもやはり変わっ

てくると思うのです。そういったことを少しずつ進めていきたいというの

が今の考え方でございます。 

検討会の中でも他の情報をコミュニケーションとして考える必要もある

のかなというお話もあったのですが、多くの委員さんから、現時点におい

ては、手話を中心に考えていきたいということで、手話言語条例を進めて

いこうというような考え方でございます。よろしくお願いいたします。 
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神委員 それでは、久喜の言語条例というのは、あくまでも手話だけに限るとい

うことですね。その他はどうなさるおつもりなのか。後で検討すると言っ

ても、何か文言がないと、そんなの全然無視されることになるはずです。

だから、そういうこともどこかの中に入れておかないと、それは全部立ち

おくれになることになります。 

だから、僕はこの中に手話言語条例というのをつくるのはいいけれども、

ここの耳の聞こえない人や聞こえづらい人に限るのではなくて、「障がい特

性に応じたコミュニケーションを取れるような言語」というふうにしない

と、それがこの条例ですよとしないと意味がなくなると思っています。 

議長 

（櫻井会長） 

このご意見については、まだ検討会は続いていますから、継続して議論

していただければいいかなと思って聞いておりましたが、いかがですか。

大分絞られているようですけれども、プラスアルファで今日こういう貴重

な意見が出た、と。 

事務局 神委員さんが言われたように、例えば点字に関するものとか、音訳に関

するようなものを久喜市としてやらないということは決してなくて、そち

らのほうももちろん今現在も取り組んでいるところでございます。 

ただ、考え方として、手話言語条例としているのは、今参考資料３がお

手元にあると思いますが、この中に第２条、基本理念というのがあります。

この基本理念が、この検討会の案としてなのですけれども、「手話への理解

の促進及び手話の普及は、手話が言語であるとの認識に基づき、市民が手

話により意思を伝え合う権利を有し、その権利を尊重することを基本とし

て行わなければならない」ということで、手話を使う権利を尊重しようと

いうことです。手話が音声と同じように言語として一つあるのですよとい

うようなことをきちんと謳うという考え方です。 

そもそも虐げられてきたといいますか、手話を人前で使うことが許され

なかった時代がずっと長く続いてきたと。そうではなくて、手話は当然に

使えるものなのですよということをはっきりと示すということも条例とし

て含んでいるということでございますので、その部分についてはひとつご

理解いただきたいと考えております。 

また、手話以外につきましても、もちろん現在も取り組んでおりますし、

改めて検討させていただきたいというふうに考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

宮原委員 宮原です。神さんのおっしゃっていることは、ある面わかるのですが、

こういう公の場とか、多くの人数が集まったときに耳の聞こえない方は手

話をお願いしたいという、そういう権利をまず第一に認めてあげるという

ために出ているのだと思うのです。 
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神委員 手話を言語にするというのは非常にわかるのだけれども、その他の部分

はどうするのだということです。 

宮原委員 

 

そうだとは思うのですけれども、そうすると私が考えられるのは、踊り

だとか、それから太鼓で伝達するとか、のろしだとかいろいろありますよ

ね。でも、それはこういうところでできないこと、踊ってみんなでとかと

いうのはできないと思うのです。その権利の一つとしてこういう場で要請

できるという意味が強いのではないかと思ったのですけれども、違うでし

ょうか。 

神委員 いや、このままいったら、手話、耳の聞こえない方だけに限ってしまう

のですよ。それでいいのですかと僕は言っているのです。その方たちのた

めだけになってしまう条例ですよと僕は言っています。その他の、例えば

発達障害の方に対する絵図とか写真とかの情報もあるのだということをあ

なたご存じでしょう。そういうのも含むというふうに、条例の一番最初の

中に入れてくださいと僕は言っているのです。だって、他県で、市だって

実際にそういう文言が入っている条例というのがあるのです。だから、も

う少し検討してくださいということなのです。それも含んで条例を、手話

言語条例とするのだったら僕は賛成できます。この中に一言も入っていな

いのです。だから、入れてくれと。 

宮原委員 

 

先ほどの市からの返答だと、今後考えますというようなことを言ってい

ただいたような気がするのですけれども。同じことをずっと行ったり来た

りのような気がしたので、すみません、一言言わせてもらいました。 

議長 

（櫻井会長） 

ありがとうございます。私としてもせっかくの条例だから、対象者を拡

大するという意味で、検討していただきたいと思います。条例というのは

一度つくったら簡単に改正するわけにいかないので、検討会の中で議論し

ていただくのが最もいいのかなと思います。 

神委員 議員の方がどれほど手話条例というのを勉強したのかはわかりません。

だから、僕はそこを言いたいのです。本当にしっかり勉強して、手話のこ

とを理解して、言語のことを理解してこの条例を提案したのかということ

です。 

議長 

（櫻井会長） 

どうでしょう、検討会も続いているので、一度テーマに挙げていただい

て、確認していただきたいと思います。 

神委員 だからこのようなことは急いではいけないですよ。もう少し慎重にやっ

てほしいということです。 

議長 

（櫻井会長） 

協議会としては、要望とか参考意見のレベルなので、市でつくった専門

の検討会にこの参考意見、要望を伝えていただければいいのかなと思って

います。もしそこで方向が出れば仕方がないのですが。 
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神委員 だから前にも言いましたけれども、日本手話ですか、日本語対応手話で

すかとも僕は言いましたけれども、そのあたりのこともあるのではないで

すか。 

議長 

（櫻井会長） 

小林聖司委員さん、今のご意見等も含めて、次回の検討会でもう一度議

論してみてください。 

小林聖司委員 今のお話の内容を聞きましてちょっと複雑な気持ちもあります。ですが、

今私たちは目標を持って動いています。生まれてから 50 年以上、私たち

は聞こえない生活をしています。手話はアイデンティティーです。 

小さいときから、聞こえる方たちのいじめにも遭いました。私たちは本

当に我慢してきました。実際にそういったこともこの中には含まれている

と思います。全国を 25 万人以上の聞こえない方たちがいます。実際に本

当に今まで差別をたくさん受けてきました。その差別をなくすために、先

ほど市役所の方もおっしゃったように、私たちは手話を禁止されていまし

たので、例えばいじめ、差別と戦うためにも、隠れて手話をしたり、人に

は見えないところで手話を使いました。 

ですから、まず最初に、手話言語法を先に進めていこうという思いがあ

り、その手前の段階としてこの会議で条例も進めようということです。他

の障がい者の方たちと一緒にそういったものを進めるのが本当はいいのか

とも思います。ですが、実際に、一部の障がい者の方たちはなかなかそう

いう集まりの中に入ってきません。ですから、まず私たちろう者団体とし

て、まず先陣を切って言語条例を進めるというふうに私たちは歩みを進め

ています。でも、実際にいろいろな障がい者の方がいます。同時に、私た

ちも同じように進めるというのは困難な方たちもいると思います。ですの

で、今の会話の内容は本当に理解ができます。 

世界はもっともっと障がいに対して進んでいます。日本はまだまだ障が

いについていろいろな面で遅れをとっていると思っています。ろう者同士

がコミュニケーションを取れることは本当に大切なことです。昔の学校等、

先生等から手話をすると手を縛られたような記憶もありました。でも、実

際に私たちが活動をするためにも手話というものは本当に大切なものだっ

たのです。手話を世界に、社会でも手話なのだというふうに理解してもら

えたときに、初めて私たちの活動が広まったといえると思っています。 

議長 

（櫻井会長） 

ありがとうございました。神委員さん、今の小林委員さんのお話をいろ

いろお聞きして、私もよくわかりましたが、とりあえず手話に関する基本

条例をつくって、聴覚障がい者を基本とする条例をつくって、とりあえず

第一歩だというお話がありました。それについては理解できますよね。 

神委員 僕は反対ではないです。反対なんてするはずがありません。だって、自



15 

 

分だって耳が聞こえないのだから。手話はできませんが。 

議長 

（櫻井会長） 

この協議会でそこまで決める権限はありませんので、事務局から参考意

見、要望として検討会にぜひお伝えください。 

さて、以上で手話関係を終わらせていただきますが、今まで議題１、２、

３とやってきましたが、ここでまとめて何か、このあたりを改めて確認し

ておきたいとか、詳しく聞いておきたいということがありましたらお願い

します。では、質問は特にないということでよろしいですか。 

では、その他に入りまして、その他は事務局で何かありますか。 

事務局 ～委員配布資料について説明～ 

議長 

（櫻井会長） 

今日予定していた議事をおかげ様で無事円滑に終了することができまし

た。ありがとうございました。これで議長の職を解かせていただきます。

事務局にバトンタッチしますので、よろしくお願いします。 

司会 

（山﨑課長） 

大変皆様ありがとうございました。 

以上で、本日予定していた議事が終了いたしました。ご協力ありがとう

ございました。委員の皆様には公私ご多忙中のところご出席いただきまし

て、誠にありがとうございました。 

なお、次回の会議の日程でございます。平成 29 年３月 24 日（金）、場

所はこちらの会場、鷲宮総合支所４階の 407、408 の会議室となります。

午後１時半からでございます。よろしくお願いいたします。 

なお、11 月 27 日、今月の最終の日曜日に「みんな幸せ・共生社会 県

民のつどい」ということで、埼玉県、埼玉県教育委員会、久喜市、久喜市

の教育委員会が主催いたしまして、皆様と一緒に手話のパフォーマンスを

観覧したり、いろいろな施設の方の販売など、非常に賑やかなイベント、

催しが予定されておりますので、ぜひ皆様に足を運んでいただけたらと思

います。会場は栗橋のイリスになりますので、どうぞよろしくお願いいた

します。 

それでは、以上で、平成 28 年度第２回久喜市障がい者施策推進協議会

を閉会とさせていただきます。長時間にわたりどうもありがとうございま

した。 
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