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１ 関係法令等 

 

○障害者の権利に関する条約（抄） 

（２０１４年１月２０日批准、２０１４年２月１９日発効） 

 

第２条 定義 

この条約の適用上、 

「意思疎通」とは、言語、文字の表示、点字、触覚を使った意思疎通、

拡大文字、利用しやすいマルチメディア並びに筆記、音声、平易な言葉、

朗読その他の補助的及び代替的な意思疎通の形態、手段及び様式（利用

しやすい情報通信機器を含む。）をいう。 

「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。 

「障害に基づく差別」とは、障害に基づくあらゆる区別、排除又は

制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあ

らゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び

基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる

目的又は効果を有するものをいう。障害に基づく差別には、あらゆる

形態の差別（合理的配慮の否定を含む。）を含む。 

「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての

人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための

必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とさ

れるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないもの

をいう。 

「ユニバーサルデザイン」とは、調整又は特別な設計を必要とする

ことなく、最大限可能な範囲で全ての人が使用することのできる製品、
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環境、計画及びサービスの設計をいう。ユニバーサルデザインは、特定

の障害者の集団のための補装具が必要な場合には、これを排除するも

のではない。 

 

第２１条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会    

締約国は、障害者が、第２条に定めるあらゆる形態の意思疎通であ

って自ら選択するものにより、表現及び意見の自由（他の者との平等を

基礎として情報及び考えを求め、受け、及び伝える自由を含む。）につ

いての権利を行使することができることを確保するための全ての適当

な措置をとる。この措置には、次のことによるものを含む。 

(a) 障害者に対し、様々な種類の障害に相応した利用しやすい様式及

び機器により、適時に、かつ、追加の費用を伴わず、一般公衆向け

の情報を提供すること。 

(b) 公的な活動において、手話、点字、補助的及び代替的な意思疎通並

びに障害者が自ら選択する他の全ての利用しやすい意思疎通の

手段、形態及び様式を用いることを受け入れ、及び容易にすること。 

(c) 一般公衆に対してサービス（インターネットによるものを含む。）

を提供する民間の団体が情報及びサービスを障害者にとって利用

しやすい又は使用可能な様式で提供するよう要請すること。 

(d) マスメディア（インターネットを通じて情報を提供する者を含む。）

がそのサービスを障害者にとって利用しやすいものとするよう

奨励すること。 

(e) 手話の使用を認め、及び促進すること。  
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○障害者基本法（抄）    

（昭和４５年法律第８４号） 

（目的）    

第１条 この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく

基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであ

るとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔て

られることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会

を実現するため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に

関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにす

るとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本

となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援

等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（地域社会における共生等）    

第３条 第１条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でな

い者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜら

れ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提

としつつ、次に掲げる事項を旨として図られなければならない。 

(1) 全て障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他

あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。 

(2) 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択

の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨

げられないこと。 

(3) 全て障害者は、可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通

のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の

取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られる
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こと。 

（差別の禁止）    

第４条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することそ

の他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。 

２ 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、か

つ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによつ

て前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要

かつ合理的な配慮がされなければならない。 

３ 国は、第１項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の

普及を図るため、当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、

整理及び提供を行うものとする。 

（情報の利用におけるバリアフリー化等）    

第２２条 国及び地方公共団体は、障害者が円滑に情報を取得し及び

利用し、その意思を表示し、並びに他人との意思疎通を図ることがで

きるようにするため、障害者が利用しやすい電子計算機及びその関連

装置その他情報通信機器の普及、電気通信及び放送の役務の利用に関

する障害者の利便の増進、障害者に対して情報を提供する施設の整備、

障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要

な施策を講じなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、災害その他非常の事態の場合に障害者に対

しその安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的確に伝えられるよ

う必要な施策を講ずるものとするほか、行政の情報化及び公共分野に

おける情報通信技術の活用の推進に当たつては、障害者の利用の便宜

が図られるよう特に配慮しなければならない。 
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３ 電気通信及び放送その他の情報の提供に係る役務の提供並びに電子

計算機及びその関連装置その他情報通信機器の製造等を行う事業者は、

当該役務の提供又は当該機器の製造等に当たつては、障害者の利用の

便宜を図るよう努めなければならない。 

 

○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（抄）    

（障害者総合支援法：平成１７年法律第１２３号） 

（目的）    

第１条 この法律は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）の基本的

な理念にのっとり、身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）、

知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）、精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）、児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）その他障害者及び障害児の福祉に関す

る法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人と

しての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよ

う、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の

支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図ると

ともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し

安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的と

する。 

（市町村等の責務）    

第２条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、この法律の実施に関し、

次に掲げる責務を有する。 

(1) 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児

（以下「障害者等」という。）が自立した日常生活又は社会生活を営
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むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の

実態を把握した上で、公共職業安定所その他の職業リハビリテーシ

ョン（障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２

３号）第２条第７号に規定する職業リハビリテーションをいう。以下

同じ。）の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密

な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を

総合的かつ計画的に行うこと。 

(2) 障害者等の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応

じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行う

こと。 

(3) 意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを

円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、

障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と

連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な

援助を行うこと。 

２～４ （略） 

（市町村の地域生活支援事業）    

第７７条 市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、地域生活支援

事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 

(1)～(5) （略） 

(6) 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図るこ

とに支障がある障害者等その他の日常生活を営むのに支障がある

障害者等につき、意思疎通支援（手話その他厚生労働省令で定める

方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することを

いう。以下同じ。）を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための
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用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与その他の

厚生労働省令で定める便宜を供与する事業 

(7) 意思疎通支援を行う者を養成する事業 

(8)～(9) （略） 

２～３ （略） 

 

○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（抄）    

（障害者差別解消法：平成２５年法律第６５号） 

（目的）    

第１条 この法律は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）の基本的

な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的

人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわ

しい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする

差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者にお

ける障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることによ

り、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害

の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し

合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 

（国及び地方公共団体の責務）    

第３条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由

とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを

実施しなければならない。 

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）    

第７条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由と

して障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者
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の権利利益を侵害してはならない。 

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に

社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合にお

いて、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を

侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態

に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を

しなければならない。 
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２ 手話・障がい者コミュニケーション検討委員会設置要綱 

 

平成２８年１月８日   

障がい保健福祉担当局長決裁 

 

（設置） 

第１条 すべての市民が、障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を

尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、言語である手話の普及

及び理解促進を図るとともに、障がい者の情報取得とコミュニケーショ

ンを支援し、推進するための条例（以下「条例」という。）の必要性や施

策等について意見聴取、意見交換及び連絡調整等を行うため、手話・障が

い者コミュニケーション検討委員会（以下「委員会」という。）を設置す

る。 

２ 委員会は、札幌市附属機関等の設置及び運営に関する要綱（平成１０年

３月１３日市長決裁）第２条第２号の懇話会とする。 

（委員） 

第２条 委員会の委員は、障がい者、障がい者の福祉に関する事業に従事す

る者及び学識経験者等のうちから、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、委嘱日から平成２９年３月末日までとする。 

３ 会議に出席した委員に対し、１日当たり１２，５００円の謝礼を支給す

る。ただし、委員が謝礼の受け取りを辞退する場合は、この限りでない。 

（会長及び副会長） 

第３条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。 

３ 会長は委員会を総理し、副会長は会長の職務を補佐する。 

４ 会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは、副会長がその職務を

代理する。 

（会議） 

第４条 委員会の会議は、会長が召集する。 
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２ 会議の議長は、会長が務める。 

３ 会長は、必要に応じて委員以外の関係者に会議への出席を求めること

ができる。 

４ 会議は公開で行い、原則としてその議事録を公開する。 

５ 会議への出席が困難な委員は、代理者（会長が認める者に限る。）を会

議に出席させることができる。 

６ 前項の代理者は、第２条第１項の委員とみなし、本要綱の規定（第２条

第１項及び第２項を除く。）を適用する。 

（事務局） 

第５条 委員会の事務局を障がい保健福祉部に置く。 

２ 事務局は、会議の庶務を処理する。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、障が

い保健福祉部長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成２８年１月８日から施行する。 

２ 第４条第１項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後に最初に

開く会議は、障がい保健福祉部長が召集する。 

３ 前項の会議において会長が互選されるまでの会議の進行は、事務局が

務める。 
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３ 手話言語条例等の制定状況（成立順、平成２８年１月１日現在） 

 

 自治体名 条例名称 

成立 施行 

年 月 年 月 

1 鳥取県 鳥取県手話言語条例 H25 10 H25 10 

2 

石狩市 

（北海道） 

石狩市手話に関する基本条例 H25 12 H26 4 

3 

新得町 

(北海道) 

新得町手話に関する基本条例 H26 3 H26 4 

4 

松阪市 

(三重県) 

松阪市手と手でハートをつなぐ手話

条例 

H26 3 H26 4 

5 

嬉野市 

(佐賀) 

嬉野市心の架け橋手話言語条例 H26 6 H26 7 

6 

鹿追町 

(北海道) 

鹿追町手話に関する基本条例 H26 9 H26 10 

7 

加東市 

(兵庫県) 

加東市手話言語条例 H26 11 H27 4 

8 

萩市 

(山口県) 

萩市手話言語条例 H26 12 H26 12 

9 

篠山市 

(兵庫県) 

篠山市みんなの手話言語条例 H26 12 H27 4 

10 神奈川県 神奈川県手話言語条例 H26 12 H27 4 

11 

大和郡山市 

(奈良県) 

大和郡山市手話に関する基本条例 H27 3 H27 4 

12 

名寄市 

(北海道) 

名寄市みんなを結ぶ手話条例 H27 3 H27 3 

13 

郡山市 

(福島県) 

郡山市手話言語条例 H27 3 H27 4 
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14 

神戸市 

(兵庫県) 

神戸市みんなの手話言語条例 H27 3 H27 4 

15 

明石市 

(兵庫県) 

手話言語を確立するとともに要約

筆記・点字・音訳等 障害者のコミュ

ニケーション手段の利用を促進する

条例 

H27 3 H27 4 

16 

三木市 

(兵庫県) 

三木市共に生きる手話言語条例 H27 3 H27 4 

17 群馬県 群馬県手話言語条例 H27 3 H27 4 

18 

城陽市 

(京都府) 

手で輪を広げる城陽市手話言語条例 H27 3 H27 4 

19 

市川三郷町 

(山梨県) 

市川三郷町手話言語条例 H27 9 H27 10 

20 

朝霞市 

(埼玉県) 

朝霞市日本手話言語条例 H27 9 H28 4 

21 

大東市 

(大阪府) 

大東市こころふれあう手話言語条例 H27 9 H27 11 

22 

伊勢市 

(三重県) 

伊勢市手話言語条例 H27 10 H28 4 

23 

前橋市 

(群馬県) 

前橋市手話言語条例 H27 12 H28 4 

24 

三芳町 

(埼玉県) 

三芳町手話言語条例 H27 12 H27 12 

25 

富士宮市 

(静岡県) 

富士宮市手話言語条例 H27 12 H28 4 

26 

富士見市 

(埼玉県) 

富士見市手話言語条例 H27 12 H27 12 

27 

登別市 

(北海道) 

登別市ぬくもりある手話条例 H27 12 H28 4 
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28 

淡路市 

(兵庫県) 

淡路市手話言語条例 H27 12 H28 4 

29 

日向市 

(宮崎県) 

日向市手話言語条例 H27 12 H28 4 

30 

習志野市 

(千葉県) 

習志野市手話、点字等の利用を進め

て、障がいのある人もない人も絆を

深め、互いに心を通わせるまちづく

り条例 

H27 12 H28 4 

31 

丹波市 

(兵庫県) 

丹波市丹（まごころ）の里手話言語

条例 

H27 12 H28 4 

32 

多可町 

(兵庫県) 

多可町手話言語条例 H27 12 H28 4 

（出典：全日本ろうあ連盟ホームページ） 
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４ 他自治体の条例例（鳥取県、石狩市、明石市） 

 

○鳥取県手話言語条例 

ろう者は、物の名前、抽象的な概念等を手指の動きや表情を使って視覚

的に表現する手話を音声の代わりに用いて、思考と意思疎通を行っている。 

わが国の手話は、明治時代に始まり、ろう者の間で大切に受け継がれ、

発展してきた。ところが、明治１３年にイタリアのミラノで開催された国

際会議において、ろう教育では読唇と発声訓練を中心とする口話法を教え

ることが決議された。それを受けて、わが国でもろう教育では口話法が用

いられるようになり、昭和８年にはろう学校での手話の使用が事実上禁止

されるに至った。これにより、ろう者は口話法を押し付けられることにな

り、ろう者の尊厳は著しく傷付けられてしまった。 

その後、平成１８年に国際連合総会で採択された障害者の権利に関する

条約では、言語には手話その他の非音声言語を含むことが明記され、憲法

や法律に手話を規定する国が増えている。また、明治１３年の決議も、平

成２２年にカナダのバンクーバーで開催された国際会議で撤廃されており、

ろう者が手話を大切にしているとの認識は広まりつつある。 

しかし、わが国は、障害者の権利に関する条約を未だ批准しておらず、

手話に対する理解も不十分である。そして、手話を理解する人が少なく、

ろう者が情報を入手したり、ろう者以外の者と意思疎通を図ることが容易

ではないことが、日常生活、社会生活を送る上での苦労やろう者に対する

偏見の原因となっている。 

鳥取県は、障がい者への理解と共生を県民運動として推進するあいサポ

ート運動の発祥の地である。あいサポート運動のスローガンは「障がいを

知り、共に生きる」であり、ろう者とろう者以外の者とが意思疎通を活発
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にすることがその出発点である。 

手話がろう者とろう者以外の者とのかけ橋となり、ろう者の人権が尊重

され、ろう者とろう者以外の者が互いを理解し共生する社会を築くため、

この条例を制定する。 

第１章 総則 

（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。 

（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。 

（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。 
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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

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。 

（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。 

第２章 手話の普及 

（計画の策定及び推進） 

第８条 県は、障害者基本法（昭和４５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。 
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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。 

（手話を学ぶ機会の確保等） 

第９条 県は、市町村その他の関係機関、ろう者、手話通訳者等と協力し

て、あいサポート運動の推進、手話サークルその他の県民が手話を学ぶ

機会の確保等を行うものとする。 

２ 県は、手話に関する学習会を開催する等により、その職員が手話の意

義及び基本理念を理解し、手話を学習する取組を推進するものとする。 

（手話を用いた情報発信等） 

第１０条 県は、ろう者が県政に関する情報を速やかに得ることができる

よう、手話を用いた情報発信に努めるものとする。 

２ 県は、ろう者が手話をいつでも使え、手話による情報を入手できる環

境を整備するため、手話通訳者の派遣、ろう者等の相談を行う拠点の支

援等を行うものとする。 

（手話通訳者等の確保、養成等） 

第１１条 県は、市町村と協力して、手話通訳者その他のろう者が地域に

おいて生活しやすい環境に資するために手話を使うことができる者及び

その指導者の確保、養成及び手話技術の向上を図るものとする。 

（学校における手話の普及） 

第１２条 ろう児が通学する学校の設置者は、手話を学び、かつ、手話で

学ぶことができるよう、教職員の手話に関する技術を向上させるために

必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ ろう児が通学する学校の設置者は、基本理念及び手話に対する理解を

深めるため、ろう児及びその保護者に対する学習の機会の提供並びに教

育に関する相談及び支援に努めるものとする。 
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３ 県は、基本理念及び手話に対する理解を深めるため、学校教育で利用

できる手引書の作成その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

（事業者への支援） 

第１３条 県は、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働き

やすい環境の整備のために事業者が行う取組に対して、必要な支援を行

うものとする。 

（ろう者等による普及啓発） 

第１４条 ろう者及びろう者の団体は、基本理念及び手話に対する理解を

深めるため自主的に普及啓発活動を行うよう努めるものとする。 

（手話に関する調査研究） 

第１５条 県は、ろう者、手話通訳者等が手話の発展に資するために行う

手話に関する調査研究の推進及びその成果の普及に協力するものとする。 

（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。 

第３章 鳥取県手話施策推進協議会 

（設置） 

第１７条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県手話施策推進協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。 

(1) 第８条第２項の規定により、知事に意見を述べること。 

(2) この条例の施行に関する重要事項について、知事に意見を述べるこ

と。 

（組織） 

第１８条 協議会は、委員１０人以内で組織する。 

（委員） 
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第１９条 委員は、ろう者、手話通訳者、行政機関の職員及び優れた識見

を有する者のうちから知事が任命する。 

２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長） 

第２０条 協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が

指名する委員がその職務を代理する。 

（会議） 

第２１条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができな

い。 

（庶務） 

第２２条 協議会の庶務は、福祉保健部において処理する。 

（雑則） 

第２３条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項

は、協議会が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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○石狩市手話に関する基本条例 

言語は、お互いの感情を分かり合い、知識を蓄え、文化を創造する上で

不可欠なものであり、人類の発展に大きく寄与してきた。 

手話は、音声言語である日本語と異なる言語であり、耳が聞こえない、

聞こえづらいろう者が、物事を考え会話をする時に使うものとして育まれ

てきた。 

障害者の権利に関する条約や障害者基本法において、言語として位置付

けられた手話を、市民が使いやすい環境にしていくことは、市の責務であ

り、今こそ、その取組を進めていくことが必要である。 

ここに、手話を言語として認知し、市民が手話の理解の広がりを実感で

きる石狩市を目指し、この条例を制定する。 

（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。 

（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。 

（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。 
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（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、

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。 

（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。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（検討） 

２ 市は、この条例の施行後３年を目途として、この条例の施行の状況に

ついて検討を加え、その結果に基づいて、必要な見直しを行うものとす
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る。 
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○（明石市）手話言語を確立するとともに要約筆記・点字・音訳等障害者

のコミュニケーション手段の利用を促進する条例 

手話は言語である 

すべての人は、さまざまな人と出会い、言葉を交わし、自分の生活にか

かわる人との多様な関係をつくる中で、その人らしい豊かな生活をおくる

権利を有している。しかし、現実には、多くの障害者にあってはコミュニ

ケーション手段の選択の機会が制限され、困難な状態におかれている。 

中でも、ろう者にあっては、ろう教育において口話法が長年にわたって行

われ、その結果、ろう者の言語である手話の使用が事実上禁止され、ろう

者の尊厳が深く傷つけられた歴史をもつ。 

平成１８年に国際連合で採択され、平成２６年１月に日本が批准したこと

により、同年２月に日本国内で発効された障害者の権利に関する条約は、

定義において、言語には、音声言語だけではなく、「手話その他の形態の非

音声言語」が含まれるとした。 

同条約で手話が言語として明確に定められたことで、手話がろう者にとっ

て欠かすことができない生活上のコミュニケーション手段であることが国

内外で認められることになった。 

多様なコミュニケーション手段の促進のために 

障害者の権利に関する条約は、コミュニケーション手段には手話を含む

言語、文字の表示、点字、音声、触覚、平易な表現等による多様なコミュ

ニケーション手段があるとし、同条約の趣旨を反映した障害者基本法の改

正は、コミュニケーション手段の選択と利用の機会が確保されていない障

害者に大きな変化をもたらし、自立と社会参加に大きな扉を開くものとな

った。 

その一方で、明石市において、実際には障害の特性や障害者のニーズに
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応じたコミュニケーション手段の選択と利用の機会が十分に確保されてい

るとは言えず、地域社会で暮らす人と人との初歩的な関係づくりに日常的

な困難をきたしている人たちが少なくない。こうした障害者のコミュニケ

ーションの権利を実現するためには、障害者の権利に関する条約の理念を

広く市民と共有する不断の努力が必要である。 

多様な人と人との出会いと相互理解の第一歩がコミュニケーションであ

ることをすべての市民が確認し合い、そのことをもって、お互いに一人ひ

とりの尊厳を大切にしあう共生のまち－明石市づくりを推進する新しいス

タートラインとするため、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（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。 

（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。 
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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。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。 

(1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）、難治

性疾患その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある

者であって、障害及び社会的障壁により、継続的又は断続的に日常生

活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 

(2) ろう者 手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。 

(3) 社会的障壁 障害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をいう。 

(4) 手話等コミュニケーション手段 独自言語としての手話、要約筆記

等の文字の表示、点字、音訳、平易な表現、代筆及び代読その他日常

生活又は社会参加を行う場合に必要とされる補助的及び代替的な手段

としての情報及びコミュニケーション支援用具等をいう。 

(5) 合理的な配慮 障害者が日常生活又は社会生活において、障害のな

い人と同等の権利を行使するため、必要かつ適切な現状の変更及び調

整等を行うことをいう。 

(6) コミュニケーション支援従事者等 手話通訳士・者、要約筆記者、

点訳者、音訳者（朗読者を含む。）及び盲ろう者向け通訳・介助者並び

に知的障害者又は発達障害者等への伝達補助等を行う支援従事者等を

いう。 

（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
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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。 

（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。 

（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
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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。 

（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。 

第２章 手話言語の確立 

（手話を学ぶ機会の提供） 

第９条 市は、ろう者、手話通訳者、公的機関及び事業者と協力して、市

民に手話を学ぶ機会を提供するものとする。 

２ 市は、公的機関及び事業者が手話に関する学習会等を開催する場合に

おいて、当該学習会等を支援するものとする。 

（手話を用いた情報発信等） 

第１０条 市は、ろう者が市政に関する情報を速やかに得ることができる

よう、手話を用いた情報発信を推進するものとする。 
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２ 市長は、市が主催する講演会等に手話通訳者を配置するものとする。 

３ 市長は、地方独立行政法人明石市立市民病院その他の市長が適当と認

める団体が主催する講演会等に手話通訳者を派遣するものとする。 

４ 市長は、ろう者が手話を身近に使うことができる環境及び手話による

情報を入手することができる環境を整備するため、手話通訳者の派遣及

びろう者に対する相談支援活動の支援等を行うものとする。 

（手話通訳者等の確保及び養成） 

第１１条 市は、ろう者が地域社会において安心して生活できるよう、関

係機関と協力し、手話を使うことができる者及びその指導者の確保及び

養成を行うものとする。 

（学校における手話の普及） 

第１２条 市は、学校において、ろう児童生徒が手話で学ぶことができる

よう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市は、市民が手話に関する理解を深めるため、学校教育における手話

の普及啓発を行うものとする。 

第３章 要約筆記・点字・音訳の促進 

（要約筆記等を学ぶ機会の提供） 

第１３条 市は、手話等コミュニケーション手段のうち、要約筆記、点字

又は音訳（以下「要約筆記等」という。）を必要とする障害者、コミュニ

ケーション支援従事者等、公的機関及び事業者と協力し、市民に要約筆

記等を学ぶ機会を提供するものとする。 

（要約筆記等を利用するための環境整備） 

第１４条 市は、障害者が要約筆記等を身近に使うことができる環境及び

要約筆記等による情報を入手することができる環境を整備するため、次

に掲げる事項についての取組を推進するものとする。 
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(1) 要約筆記等に係るコミュニケーション支援従事者等の派遣及び要約

筆記等による情報の利用に関する相談支援活動の支援等 

(2) 市が主催する講演会等における要約筆記者の配置 

(3) 地方独立行政法人明石市立市民病院その他の市長が適当と認める団

体が主催する講演会等への要約筆記者の派遣 

(4) 市の広報活動及び公的機関が障害者に送付する文書通知等における

点字サービス及び音訳サービスの提供 

(5) その他要約筆記等を利用できるようにするための環境整備に必要な

事項 

（要約筆記者等の確保及び養成） 

第１５条 市は、要約筆記等の手話等コミュニケーション手段を利用する

障害者が地域社会において安心して生活できるよう、関係機関と協力し、

要約筆記者、点訳者及び音訳者の確保及び養成を行うものとする。 

第４章 多様な障害者のコミュニケーション手段の利用促進 

（多様な障害者のコミュニケーション手段に対する支援及び配慮） 

第１６条 市は、日常生活又は社会生活において、障害特性に応じたコミ

ュニケーション手段が障害者の年齢及び障害の種別又は状態等に応じて

きわめて多様であることに鑑み、手話及び要約筆記等以外の手話等コミ

ュニケーション手段について、利用の促進に関する施策を推進するもの

とする。 

２ 市は、触手話、指点字その他の盲ろう者のコミュニケーション手段を

利用する場合に必要となるコミュニケーション支援従事者等の確保及び

養成を行うものとする。 

３ 市は、次に掲げる手話等コミュニケーション手段の利用について支援

を行うとともに、これらに対する市民の理解を促進するための取組を行
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うものとする。 

(1) 知的障害及び発達障害の特性を踏まえた、平易な表現によるわかり

やすい情報伝達及び絵図、写真、記号、サイン、ジェスチャー等によ

るコミュニケーション手段 

(2) 代用音声（喉頭摘出等により使用するものをいう。）及び重度障害者

用意思伝達装置等（重度の両上下肢障害及び音声・言語機能障害によ

り使用するものであって、まばたき等により操作するものをいう。）に

よるコミュニケーション手段 

(3) その他障害者のコミュニケーション手段として必要な手段 

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 

（明石市手話言語等コミュニケーション施策推進協議会） 

第１７条 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

施策について協議するため、協議会を置く。 

２ 協議会は、第７条第１項に規定する施策の策定について意見を求めら

れた事項について、市長に意見を述べる。 

３ 前項に定めるもののほか、協議会は、この条例の施行に関する重要事

項について、市長に意見を述べることができる。 

４ 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 障害者 

(2) コミュニケーション支援従事者等 

(3) 手話等コミュニケーション手段について優れた識見を有する者 

(4) 公募による市民 

(5) その他市長が特に必要と認める者 

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項

は、規則で定める。 
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附 則 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 
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５ 札幌市の障がい者の現況 

 

(1) 札幌市の障がい者数（平成 26年度末手帳所持者数） 

 

  

（単位：人）

人口比 人口比 人口比

1,934,649 84,221 4.4% 15,910 0.8% 22,884 1.2%

中央区 227,385 8,426 3.7% 1,246 0.5% 2,788 1.2%

北区 281,872 12,331 4.4% 2,339 0.8% 3,279 1.2%

東区 258,383 11,936 4.6% 2,379 0.9% 3,227 1.2%

白石区 210,153 9,153 4.4% 1,984 0.9% 2,880 1.4%

厚別区 129,429 5,805 4.5% 1,118 0.9% 1,475 1.1%

豊平区 217,991 8,930 4.1% 1,601 0.7% 2,586 1.2%

清田区 115,111 4,599 4.0% 859 0.7% 939 0.8%

南区 141,030 7,302 5.2% 1,225 0.9% 1,728 1.2%

西区 212,302 9,322 4.4% 1,917 0.9% 2,526 1.2%

手稲区 140,993 6,417 4.6% 1,242 0.9% 1,456 1.0%

※　平成27年４月１日現在

精神人口

※

総数

身体 知的
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(2) 身体障害者手帳所持者数（各年度３月３１日現在） 

（単位：人）

構成比

80,128 81,630 82,852 84,412 84,221 100.0%

4,573 4,550 4,532 4,540 4,534 5.4%

5,368 5,381 5,326 5,296 5,302 6.3%

聴 覚 5,302 5,313 5,257 5,226 5,230 6.2%

平 衡 機 能 66 68 69 70 72 0.1%

828 833 817 810 811 1.0%

47,006 47,968 48,803 49,982 49,415 58.7%

上 肢 16,692 16,667 16,470 16,351 16,066 19.1%

下 肢 24,212 25,334 26,471 27,875 27,757 33.0%

体 幹 6,219 6,123 6,061 5,421 5,255 6.2%

乳幼児期以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

326 326 335 335 337 0.4%

22,353 22,898 23,374 23,784 24,159 28.7%

心 臓 12,446 12,836 13,197 13,543 13,757 16.3%

じ ん 臓 5,305 5,379 5,486 5,547 5,640 6.7%

呼 吸 器 1,646 1,620 1,528 1,486 1,445 1.7%

ぼ う こ う 又 は 直 腸 2,611 2,681 2,760 2,777 2,861 3.4%

小 腸 機 能 134 138 140 145 151 0.2%

免 疫 機 能 126 149 169 186 203 0.2%

肝 機 能 障 害 85 95 94 100 102 0.1%

総 数

23 24 25 2622

聴 覚 ・ 平 衡 機 能 障 害

音 声 ・ 言 語 又 は

そ し ゃ く 機 能 障 害

肢 体 不 自 由

内 部 機 能 障 害

視 覚 障 害
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(3) 療育手帳所持者数（各年度３月３１日現在） 

（単位：人）

構成比

12,828 13,505 14,366 15,177 15,910 100.0%

Ａ（重度） 5,100 5,226 5,359 5,467 5,557 34.9%

Ｂ（中度） 3,280 3,357 3,466 3,578 3,641 22.9%

Ｂ－（軽度） 4,448 4,922 5,541 6,132 6,712 42.2%

総数

22 23 24 25 26

 

 

(4) 精神障害者保健福祉手帳所持者数（各年度３月３１日現在） 

（単位：人）

構成比

16,126 17,848 19,405 21,419 22,884 100.0%

１　　　級 1,053 1,149 1,240 1,331 1,390 6.1%

２　　　級 9,301 10,130 10,820 11,615 12,228 53.4%

３　　　級 5,772 6,569 7,345 8,473 9,266 40.5%

総　　　数

22 23 24 25 26
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 ６　さっぽろ障がい者プラン（抜粋）
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７ 意思疎通支援事業等の実施状況 

（単位：人、件）

22 23 24 25 26

5,640 5,586 5,836 5,084 4,833

222 223 213 203 193

43 46 33 38 40

13 18 15 13 13

871 653 842 834 783

27 27 7 62 22

134 320 539 764 813

132 120 141 204 193

1,029 852 846 883 779

80 79 57 60 84

点字図書 729 713 814 862 847

録音図書(ＣＤ) 14,381 13,935 15,706 17,102 14,599

録音図書(テープ) 3,084 2,955 1,759 1,324 1,113

点字(サピエ※） 2,912 1,745 1,994 1,843 1,809

デイジー(サピエ※) 3,949 4,902 7,390 14,154 19,550

点訳件数 46 46 55 37 49

音訳件数 101 64 70 33 47

拡大件数 18 14 23 6 10

製本件数 2 5 1 0 0

対面朗読件数 1 0 3 2 0

- 385 304 415 329

- 767 - 324 526

175 159 58 64 29

1,172 1,076 1,031 1,124 867

手話講習会(初級)修了者数

手話講習会(中級)修了者数

手話通訳者養成講座修了者数

要約筆記者等派遣件数

盲ろう者通訳・介助員派遣件数

要約筆記者等養成講座受講者数

手話通訳者派遣件数

点字訓練(延べ人数)

聴能言語訓練（延べ人数）

点字図書館貸出

プライベートサービス

点訳ボランティア養成講習

受講者数（延べ）

音訳ボランティア養成講習

受講者数（延べ）

情報支援機器等体験利用実績

音声パソコン訓練（延べ人数）

字幕・手話ビデオ等貸出件数
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（単位：人、件）

22 23 24 25 26

眼鏡・コンタクト等 107 125 92 111 104

補聴器 618 464 447 446 368

意思伝達装置 7 9 8 4 13

盲人用時計 53 55 61 50 46

点字タイプライター 2 4 2 3 5

盲人用体温計 15 29 31 30 32

聴覚障害者用屋内信号装置 34 42 47 36 46

携帯用会話補助装置 14 11 8 11 19

盲人用体重計 30 28 37 28 30

点字図書 8 16 16 16 16

視覚障害者用拡大読書器 74 55 70 126 65

点字ディスプレイ 0 42 10 13 6

視覚障害者用活字読上装置 0 0 7 1 1

聴覚障害者用情報受信装置 2 3 2 1 1

視覚障害者用

ポータブルレコーダー

65 70 100 62 53

聴覚障害者用通信装置 42 45 22 30 24

情報・通信支援用具 57 54 53 89 53

点字器 8 9 10 6 4

※　サピエ：サピエ図書館での札幌市所蔵データ利用分

日常生活用具支給件数(関係分)

補装具支給件数(関係分)
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