
フォーラム 「地域共生社会と自治体手話通訳者のしごと」
～コロナ禍における自治体の役割～

真庭市健康福祉部福祉課
中島 みゆき

令和3年7月30日(金)

事例報告

「条例と施策展開について」
～手話通訳者が採用されている先進地から～



岡山県真庭市の概要①
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真庭市という地域が全ての
人たちにとって、勝手知っ
たる愛着のある「庭」とな
り、ともに輝かしい未来を
作っていくことを目指して
います



岡山県真庭市の概要②

人口：43,915人 17,681世帯（高齢化率 39.1％）

面積：約828㎢（岡山県の11.6％）〈東京都23区の1.3倍〉

身体障害者手帳所持者数：2,085人

うち聴覚障がい者数 ：170人

ろう者 ：13人

令和3年4月1日現在

産業：バイオマス産業、酪農（主に蒜山[ひるぜん]高原）

果樹栽培、農林業



岡山県真庭市の概要③

観光：蒜山高原 湯原温泉 醍醐桜

神庭の滝 北房の蛍 他...

名産：乳製品(ヨーグルト) ワイン

日本酒 ピオーネ 代官梨

銀沫[ぎんしぶき](やまのいも) 他..



障がいのある人への配慮

お互いを尊重した「暮らし
方」を実現し、「ひと」に優
しい共生社会づくりを推進

障がいのある人が積極的に参加
し、活躍できる環境を整え、機
会を増やす取組を積極的に実施

・市民が目にする資料･ビラ等に、UDフォントを用いる・ルビをふ
るなどユニバーサル・デザインになることを心掛ける。

・大人数に話す機会では、手話通訳や要約筆記を活用する。

・行事等に障がいのある人の参加が見込まれる場合は、障がいのあ
る人のサポートスタッフを1名以上確保する。

・行事等に障がいのある人の参加が見込まれる場合は、多目的トイ
レ(だれでもトイレ)の設置の有無を確認する。

・記念品・お土産・食事の用意に障がい者支援施設等を活用する。

障がい者
支援推進室
令和2年4月よ
り福祉課内に

設置



当事者団体・支援者団体

公益社団法人

岡山県聴覚障害者福祉協会

７支部 内 美作支部

真庭聴覚障害者コミュニケーションの会

やまなみ

平成12年～

真庭地域 ろう者・難聴者

手話サークル会員・要約筆記サークル



真庭市手話言語条例制定までの流れ

手話通訳の資格のあるものを正規職員として採用(県内唯一）

（平成21年4月～）

真庭聴覚障害者コミュニケーションの会 やまなみ

要望（口頭で）

やまなみ独自で学習会等の開催

（平成30年9月頃～）

真庭市議会文教厚生常任委員会との意見交換会

(令和元年7月10日）



真庭市手話言語条例制定までの流れ

真庭市文教厚生常任委員会・・視察 白山市

令和元年11月８日 真庭市議会の政策提言

・共生のまちづくり条例の制定

・手話言語条例の制定

令和2年1月 全国手話言語市区長会に加盟



真庭市手話言語条例制定までの流れ

令和2年4月～

福祉課とやまなみとの話し合い(11回）
手話言語条例 or コミュニケーション条例

前文 手話言語としてわかりやすいもの

資料をあらかじめ
提供
後日対面での協議

「ろう者は手話通訳を介さなければ手話を知らない人と
満足に意思疎通ができないことや・・ 」

十分

意味を考え、どちらがこの前文にふさわしいか議論



真庭市手話言語条例制定までの流れ

真庭市議会（R2.8~)

真庭市議会本会議等の傍聴における手話通訳実施規程

議会傍聴の際の手話通訳依頼 → 議会から

条文

第6条

・当事者の責務規定

第8条

・手話通訳者の健康に関する規定

・旅行者などへの対応



真庭市手話言語条例制定までの流れ
R2.12.6 障がい者週間 福祉フォーラム

必要な配慮とは何か？

・障がいに対しての知
識を共有できること。
・コミュニケーション
の方法を増やす。
・普段から災害時の支
援者を決めておく

あなたのできることは何か？

・困っていることに気づける
ようになる。
・ろう者の立場で考えてみる
こと。
・知り合える場を増やす。

地域でやるべき事は何か？

・気軽に話せる関係を作る。
・お互いに支援出きるよう
な地域。
・あいさつ。手話でできる
といい。

映像作品鑑賞 → ワークショップ



真庭市手話言語条例制定までの流れ

パブリックコメント実施（手話での意見もOK)

令和3年1月1日～31日 4件

合同記者会見
令和3年2月3日



真庭市手話言語条例制定までの流れ

3月11日 定例議会
議場で文教厚生常任委員会委員長が手話で委員会での審議
状況の報告をされる。

議決当日に別室で中継を見守る支援者

市長・市議会議長・文教厚生常
任委員長・岡山県聴覚障害者福
祉協会・真庭聴覚障害者コミュ
ニケーションの会やまなみ・市
福祉課での記念撮影



真庭市手話言語条例施行 その後の取組

ロードマップの作成 (令和2年10月頃～）

令和3年度から5年度までの3カ年の計画

各課に依頼

・ろう者や手話言語の理解促進、普及、手話言語が使
用しやすい環境整備等に資する取組として実施や検討
ができるものを提示

・真庭市言語条例第8条の各施策の項目ごとに

取組の実施を検討



真庭市手話言語条例施行 その後の取組

【基本理念】

手話言語都市・まにわ
～「手話で生きること」を互いに尊重できる共生社会～

福祉課の取組

・手話出前講座の実施 ・職員向けの手話講座

・意思疎通支援者の派遣（遠隔手話サービスの実施）

・市民への手話言語の普及啓発

・手話通訳者育成のための研修受講支援

・手話通訳を行う者の特殊な健康診断への助成

・地域言語としての手話言語のアーカイブ化 ほか



真庭市手話言語条例施行 その後の取組

各課の取組

・市役所の全窓口におけるコミュニケーション手段の希望確認

・岡山かなりや学園巡回相談事業を実施

・障がい者等の防災訓練の実施 ・災害時の情報伝達

・観光施設のスタッフのコミュニケーション円滑化

・利用しやすい公共バスの環境づくり

・デフリンピックのPR ほか

ロードマップの点検・評価

「CAPDサイクル」

第9条 「協議の場」の設置

真庭地域自立支援協議会の活用

CHECK

DOACTION

PLAN

分析･評価

計画

実践改善



真庭市手話言語条例施行 その後の取組

広報まにわ 4月号 真庭いきいきテレビ

ほっとまにわいど

チャンネル

毎月第3火曜日



真庭市手話言語条例施行 その後の取組

朝礼でのミニ手話講座 手話動画の作成

市長メッセージ

ワイプで手話通訳を挿入

真庭市手話言語条例

手話言語で発信

真庭市ホームページ手話言語施策



真庭市手話言語条例施行 その後の取組

真庭市の課題

1．後継者の問題

・市として手話通訳の資格を持つ人材を正規職員として募集中
（募集期間 7月26日～8月20日）

・登録手話通訳者も不足

2．コロナ禍の課題

・マスク着用（口元が見えない）

・研修会等の延期・中止（学びの場の減少・活躍の場の減少）

・遠隔手話サービス（ろう者は高齢者が多い＋医療情報の問題）



ご清聴ありがとうございました


