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各自治体の条例の比較 

① 目的 

鳥取県 石狩市 明石市 

（目的） 

第１条 この条例は、手話が言語であ

るとの認識に基づき、手話の普及に

関し基本理念を定め、県、市町村、

県民及び事業者の責務及び役割を明

らかにするとともに、手話の普及の

ための施策の総合的かつ計画的な推

進に必要な基本的事項を定め、もっ

てろう者とろう者以外の者が共生す

ることのできる地域社会を実現する

ことを目的とする。

（目的） 

第１条 この条例は、市民の手話への

理解の促進を図ることにより、地域

における手話の使いやすい環境を構

築することで、手話を使用する市民

が、手話により、自立した日常生活

を営み、社会参加をし、及び心豊か

に暮らすことができる地域社会の実

現に寄与することを目的とする。

（目的） 

第１条 この条例は、手話等コミュニ

ケーション手段についての基本理念

を定め、市の責務並びに市民及び事

業者の役割を明らかにし、総合的か

つ計画的な施策を推進することによ

り、障害のある人がその障害特性に

応じたコミュニケーション手段を利

用しやすい環境を構築し、もって障

害のある人もない人も分け隔てられ

ることなく理解しあい、お互いに一

人ひとりの尊厳を大切にして安心し

て暮らすことができる地域社会を実

現することを目的とする。
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② 基本理念・意義等 

鳥取県 石狩市 明石市 

（手話の意義） 

第２条 手話は、独自の言語体系を有

する文化的所産であって、ろう者が

知的で心豊かな社会生活を営むため

に大切に受け継いできたものである

ことを理解しなければならない。 

（基本理念） 

第３条 手話の普及は、ろう者とろう

者以外の者が相互の違いを理解し、

その個性と人格を互いに尊重するこ

とを基本として行われなければなら

ない。

（手話により意思を伝え合う権利の尊

重） 

第２条 市民は、手話により相互に意

思を伝え合う権利を有し、その権利

は尊重されなければならない。

（基本理念） 

第２条 すべての手話等コミュニケー

ション手段の選択と利用の機会の確

保は、障害のある人とない人とが相

互の違いを理解し、その個性と人格

とを互いに尊重することを基本とし

て行われなければならない。 

２ 手話等コミュニケーション手段を

利用する人（以下「利用者」という。）

が有している、障害の特性（以下「障

害特性」という。）に応じてコミュニ

ケーションを円滑に図る権利は、最

大限尊重されなければならない。 

３ 手話の普及は、手話が独自の言語

体系と歴史的背景を有する文化的所

産であると理解されることを基本と

して行われなければならない。
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③ 自治体（県・市）の責務 

鳥取県 石狩市 明石市 

（県の責務） 

第４条 県は、前条の基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、

市町村その他の関係機関と連携し

て、ろう者が日常生活又は社会生活

を営む上で障壁となるような社会に

おける事物、制度、慣行、観念その

他一切のものの除去について必要か

つ合理的な配慮を行い、手話の普及

その他の手話を使用しやすい環境の

整備を推進するものとする。 

２ 県は、ろう者及び手話通訳者の協

力を得て、手話の意義及び基本理念

に対する県民の理解を深めるものと

する。 

（市町村の責務） 

第５条 市町村は、基本理念にのっと

り、手話の意義及び基本理念に対す

（市の責務） 

第３条 市は、市民の手話に対する理

解を広げ、手話を使いやすい環境に

するための施策を推進するものとす

る。

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、

次に掲げる施策を推進するものとす

る。 

(1) 公的機関及び事業者が合理的な配

慮を行うことができるよう支援する

こと。 

(2) 障害者、コミュニケーション支援

従事者等、公的機関及び事業者の協

力を得て、手話等コミュニケーショ

ン手段の意義及び基本理念に対する

市民の理解を深めるための取組を行

うこと。 

(3) 障害者が地域社会において手話等

コミュニケーション手段を利用する

ことができる環境の整備を促進する

こと。 

(4) 利用者、コミュニケーション支援
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る住民の理解の促進並びに手話の普

及その他の手話を使用しやすい環境

の整備に努めるものとする。

従事者等その他の関係者が、手話等

コミュニケーション手段を利用でき

るようにするために行う調査及び研

究並びにその成果の普及に協力する

こと。



資料４ 

-5- 

④ 住民・事業者の役割 

鳥取県 石狩市 明石市 

（県民の役割) 

第６条 県民は、手話の意義及び基本

理念を理解するよう努めるものと

する。 

２ ろう者は、県の施策に協力すると

ともに、手話の意義及び基本理念に

対する県民の理解の促進並びに手

話の普及に努めるものとする。 

３ 手話通訳者は、県の施策に協力す

るとともに、手話に関する技術の向

上、手話の意義及び基本理念に対す

る県民の理解の促進並びに手話の

普及に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、ろう者が利用しや

すいサービスを提供し、ろう者が働

きやすい環境を整備するよう努め

るものとする。 

（市民の役割） 

第４条 市民は、手話の理解を深め、

市が推進する施策に協力するよう

努めるものとする。 

（市民の役割） 

第５条 市民は、基本理念に対する理

解を深め、手話等コミュニケーショ

ン手段の普及及び利用の促進に係

る市の施策に協力するよう努める

ものとする。 

（事業者の役割） 

第６条 事業者は、基本理念に対する

理解を深め、手話等コミュニケーシ

ョン手段の普及及び利用の促進に

係る市の施策に協力するよう努め

るとともに、コミュニケーション支

援従事者等と連携し、障害者が手話

等コミュニケーション手段を利用

できるようにするための合理的な

配慮を行うよう努めるものとする。
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⑤ 施策推進のための計画、協議会等 

鳥取県 石狩市 明石市 

（計画の策定及び推進） 

第８条 県は、障害者基本法（昭和４

５年法律第８４号）第１１条第２項

に規定する鳥取県障害者計画におい

て、手話が使いやすい環境を整備す

るために必要な施策について定め、

これを総合的かつ計画的に推進する

ものとする。 

２ 知事は、前項に規定する施策につ

いて定めようとするときは、あらか

じめ、鳥取県手話施策推進協議会の

意見を聴かなければならない。 

３ 知事は、第１項に規定する施策に

ついて、実施状況を公表するととも

に、不断の見直しをしなければなら

ない。

（施策の推進方針の策定） 

第５条 市は、施策を推進するための

方針（以下「施策の推進方針」とい

う。）を策定するものとする。 

２ 施策の推進方針は、市が別に定め

る障害者に関する計画との調和が保

たれたものでなければならない。 

３ 施策の推進方針においては、次の

事項を定めるものとする。 

(1) 手話の普及啓発に関する事項 

(2) 手話による情報取得及び手話の使

いやすい環境づくりに関する事項 

(3) 手話による意思疎通支援の拡充に

関する事項 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長

が必要と認める事項 

４ 市は、施策の推進方針を定め、又

はこれを変更する時は、あらかじめ、

（施策の策定方針） 

第７条 市長は、手話等コミュニケー

ション手段の普及及び利用の促進を

図るため、次に掲げる施策を策定す

るものとする。 

(1) 手話等コミュニケーション手段に

関する必要な情報提供その他の手話

等コミュニケーション手段を容易に

利用できるようにするための環境整

備に関する施策 

(2) コミュニケーション支援従事者等

の配置の拡充及び処遇の改善その他

のコミュニケーション支援従事者等

の確保に関する施策 

(3) その他手話等コミュニケーション

手段の普及及び利用の促進に関する

施策 

２ 市長は、前項に規定する施策を策
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手話を使用する市民の意見を反映さ

せるために必要な措置を講ずるもの

とする。 

５ 施策の推進方針は、これを公表す

るものとする。

定する場合においては、明石市手話

言語等コミュニケーション施策推進

協議会（以下「協議会」という。）の

意見を聴き、その意見を尊重するも

のとする。 

３ 市長は、第１項の規定による施策

を策定した場合は、当該施策を明石

市障害者計画（障害者基本法（昭和

４５年法律第８４号）第１１条第３

項の規定に基づき策定された計画を

いう。）に位置付け、総合的かつ計画

的に推進するものとする。

鳥取県 石狩市 明石市 

「第３章 鳥取県手話施策推進協議

会」で具体的な内容を定める。 

「手話基本条例に関する施策の推進方

針」を公表（平成２６年３月３１日決

定） 

「第５章 明石市手話言語等コミュニ

ケーション施策推進協議会」で具体

的な内容を定める。 
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⑥ 財政措置 

鳥取県 石狩市 明石市 

（財政上の措置） 

第１６条 県は、手話の普及に関する

取組を推進するため、必要な財政上

の措置を講ずるものとする。

（財政上の措置） 

第６条 市は、手話に関する施策を推

進するため、必要な財政上の措置を

講ずるよう努めるものとする。

（財政上の措置） 

第８条 市は、手話等コミュニケーシ

ョン手段に関する施策を推進するた

め、予算の範囲内において、必要な

財政上の措置を講ずるものとする。


