
２ 実施事業の報告について 

１）手話を学ぶ機会の提供等に関する施策 

年度 事業内容 

令和２年度 市役所内における手話普及啓発研

修の開催 

R2.10.15～10.16 参加人数 168人 

 

職員研修（障がい者支援課内） 【手話講座】R2.7～R3.3  

実施回数 18回 障がい者支援課員 

加古川養護学校との連携による手

話の獲得に向けた指導 

対象者：聴覚障がいと知的障がいのあ

る児童 1人 

「職業人と語ろう」への参加による

手話の普及啓発 

R2.11.12 若宮小 参加人数 80人 

R2.11.13 尾上小 参加人数 122人 

令和元年度 一日手話教室（親子手話教室） 

 

対象者：市内在住の小学生 

及びその保護者 

R2.2.8 参加人数 13人 

職員研修（障がい者支援課内） 【手話講座】H31.4～R2.3  

実施回数 24回 障がい者支援課員 

出前講座、福祉学習 

※ボランティアセンター主催 

【平岡民生児童委員協議会】 

R1.9.3 参加人数 20人 

【野口民生児童委員協議会】 

R1.10.10 参加人数 38人 

【福祉学習】 

R1.10.17 神野小（4年生） 

参加人数 70人 

市役所内における手話普及啓発研

修の開催 

【職員研修（全庁）】 

R2.2.7 参加人数 50人 

加古川養護学校との連携による手

話の獲得に向けた指導 

対象者：聴覚障がいと知的障がいのあ

る児童 1人 

「職業人と語ろう」への参加による

手話の普及啓発 

R1.7.9  別府西小 参加人数 94人 

R1.10.3 平岡小  参加人数 89人 

R1.11.8 別府小  参加人数 62人 

R1.12.3 野口小  参加人数 122人 

R2.1.28 野口北小 参加人数 115人 

平成 30年度 職員研修（障がい者支援課内） 【手話講座】H30.4～H31.3  

実施回数 12回 障がい者支援課員 

出前講座、福祉学習 

※ボランティアセンター主催 

【加古川市民会館】 

H30.9.11 参加人数 10人 

【野口民生児童委員協議会】 

H30.10.13 参加人数 40人 

【福祉学習】 

野口南小、氷丘小 



市役所内における手話普及啓発 

研修 

【市民部】 

H30.8.21～9.12 

実施回数 18回 参加人数 203人 

【総務部】 

H30.9.25～9.28 

実施回数 7回 参加人数 68人 

【税務部】 

H30.10.12～10.22 

実施回数 9回 参加人数 106人 

加古川養護学校との連携による 

手話の獲得に向けた指導 

対象者：聴覚障がいと知的障がいのあ

る児童 1人 

「職業人と語ろう」への参加による

手話の普及啓発 

H31.2.7 平岡北小 参加人数 107人 

平成 29年度 職員研修（障がい者支援課内） 【手話講座】H29.4～H30.3  

実施回数 48回 障がい者支援課員 

出前講座、福祉学習 

※ボランティアセンター主催 

【加古川市青少年団体連絡協議会】 

H29.7.27 参加人数 25人 

【野口民生児童委員協議会】 

H29.10.19 参加人数 37人 

【福祉学習】 

野口南小 

市役所内における手話普及啓発 

研修 

【福祉部】 

H29.8.22～8.24 

実施回数 10回 参加人数 150人 

【議会事務局】 

H29.10.31 

実施回数 1回 参加人数 9人 

【建設部】 

H29.11.14～11.17 

実施回数 8回 参加人数 120人 

【環境政策課】 

H29.12.13、12.15 

実施回数 2回 参加人数 24人 

【会計室、選挙管理委員会事務局、監

査事務局、農業委員会事務局】 

H29.12.11、12.12、12.14 

実施回数 4回 参加人数 31人 

平成 28年度 職員研修（障害者支援課内） 【手話講座】H28.4～H29.3  

実施回数 48回 障がい者支援課員 

福祉学習 

※ボランティアセンター主催 

【福祉学習】 

野口南小 



２）障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段への理解の普及に関する施策 

年度 事業内容 

令和２年度 福祉学習（点字等のコミュニケー 

ション手段の普及啓発） 

R2.10 平岡南小 参加人数 4人 

※教員に対しての点訳指導を実施 

障がい者講師による市役所内に 

おける研修の開催 

【職員研修】視覚障がい者による講演 

「視覚障がい者の体験談」 

R2.11.17 参加人数 30人 

要約筆記等の普及啓発講座の開催 【コミュニケーション支援講座】 

R2.10.20 参加人数 8人 

令和元年度 障がい者講師による市役所内に 

おける研修の開催 

【職員研修】ろう者による講演 

「聴覚障がい者（ろう者）の体験談」 

R2.2.7 参加人数 50人 

広報誌掲載による多様なコミュ 

ニケーション手段の普及啓発 

 

広報かこがわ（５月号）への掲載 

特集「目指そう“言葉のバリアフリー”」 

（表紙、見開き４ページ） 

福祉学習 

※ボランティアセンター主催 

点字等の普及啓発の実施 

R1.6.4 別府小（点字体験） 

参加人数 60人 

R1.10.1 平岡小（難聴者について） 

参加人数 90人 

R1.10.3 神野小（アイマスク体験） 

参加人数 70人 

R1.10.25西神吉小（点字体験） 

参加人数 71人 

R1.11.7 平岡南小（点字体験） 

参加人数 116人 

コミュニケーション支援研修事業 兵庫県との共催事業の実施 

【聞こえの相談と交流会】 

R1.12.8 参加人数 15人 

【中途失聴・難聴者のための読話教室】 

R2.1.19 参加人数 12人 

平成 30年度 市役所内における研修の開催 【市職員を対象にした難聴者に対する

理解を深める研修】 

H30.12.5参加人数 75人 

福祉学習 

※ボランティアセンター主催 

点字等の普及啓発の実施 

・別府小（点字体験） 

・東神吉南小（視覚障がい者理解） 

・平岡南小（点字体験） 

・西神吉小（点字体験） 

・神野小（点字体験・視覚障がい者理



解・アイマスク体験） 

平成 29年度 手話言語・障がい者コミュニケー 

ション促進フォーラムの開催 

加古川市手話言語及び障害者コミュニ

ケーション促進条例の理念や目的につ

いて、広く市民に周知し、障がい者の

コミュニケーションについて理解を深

める機会を提供するために実施 

【内容】 

・手話歌等の発表 

・条例説明 

・講演「一人ひとりが輝いて～鳥取県

手話言語条例制定より～」 

・体験ブース設置 

・パネルディスカッション 

テーマ「お互いを理解し合うために」 

H30.2.25 参加人数 239人 

福祉学習 

※ボランティアセンター主催 

点字等の普及啓発の実施 

・氷丘小（視覚障がい者理解） 

・神野小（視覚障がい者理解・アイマス

ク体験・点字体験） 

・鳩里小（点字体験） 

・西神吉小（点字体験） 

・平岡南小（点字体験） 

・川西小（視覚障がい者理解） 

・野口北小（視覚障がい者理解） 

平成 28年度 福祉学習 

※ボランティアセンター主催 

点字等の普及啓発の実施 

・氷丘小（視覚障がい者理解） 

・神野小（視覚障がい者理解・アイマス

ク体験・点字体験） 

・志方小（点字体験） 

・平岡小（点字体験） 

・川西小（視覚障がい者理解） 

・平岡南小（点字体験） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３）障害の特性に応じた多様なコミュニケーション手段を使用するにあたっての環境の

整備に関する施策 

年度 事業内容 

令和２年度 障がい者差別解消事業 【文書の作成】 

「障害福祉のしおり」の点字版、ルビ

付き版を障がい者支援課の窓口に設置 

タブレットによる遠隔手話通訳、 

筆談等の実施 

新型コロナウイルス感染症の受診相談

を支援するため、加古川中央市民病院

と連携し、タブレットによる遠隔手話

通訳や筆談を実施 

点字シールの貼付 障がい者支援課が発送する封筒へ点字

シールの貼付 

令和元年度 コミュニケーション支援ボード 

作成事業 

【コミュニケーション支援ボード 

（災害時用）の作成・配布】 

市内 72箇所の指定避難所に設置 

R1.10～11 

市総合防災訓練において、展示ブース

を設置 

R1.10.20 

ルビ付き文書、点字文書 【文書の作成】 

「障害福祉のしおり」の点字版、ルビ

付き版を完成させ、障がい者支援課の

窓口に設置 

平成 30年度 ルビ付き文書、点字文書、資料へ 

の音声コードの添付 

【ルビ付き文書の作成】 

ルビ付き版障害福祉のしおり 

【点字文書の作成】 

点字版障害福祉のしおり 

【資料等への音声コードの添付】 

障がい者差別解消啓発チラシ 3,000部 

（加古川市障害者自立支援協議会 

 差別解消専門部会作成） 

【番号呼出機の設置】 

H30.6～ 障がい者支援課窓口 

【設置手話通訳者呼出ボタンの設置】 

H30.6～ 障がい者支援課窓口 

【筆談ボードの設置】 

障がい者支援課窓口 

H30.6～ ２台 

平成 29年度 封筒への刻印押し 【封筒への刻印押し】 

市からの郵送物と判別できるよう、封

筒に市章の刻印を押す 



平成 28年度 封筒への刻印押し 【封筒への刻印押し】 

市からの郵送物と判別できるよう、封

筒に市章の刻印を押す    



４）コミュニケーション支援者等の確保及び養成に関する施策 

年度 事業内容 

令和２年度 手話通訳者養成事業 【手話奉仕員養成講座（基礎）】 

R2.9.1～R3.2.9 

全 20回 受講者 15人 

【手話奉仕員ステップアップ講座（後

半）】※ステップアップ講座は、近隣の

一市二町との協働により開催 

R2.9.3～R3.1.21 

全 20回 受講者 19人 

点訳者養成事業 【点訳奉仕員養成講座】 

R2.9.3～11.5 

全 10回、受講者 4人 

朗読者養成事業 【朗読奉仕員養成講座】 

R3.1.13～3.17 

全 10回、定員 20人 

令和元年度 手話通訳者養成事業 【手話奉仕員養成講座（入門）】 

R1.5.28～10.15 

全 20回 受講者 14人 

 

【手話奉仕員ステップアップ講座（前

半）】※ステップアップ講座は、近隣の

一市二町との協働により開催 

R1.7.3～11.20 

全 20回 受講者 23人 

要約筆記者養成事業 【要約筆記の普及啓発講座（聞こえの

啓発講座）】 

R1.9.7、9.21、10.5 

全 3回、受講者 4人 

点訳者養成事業 【点訳奉仕員養成講座（レベルアップ

講座）】 

R1.6.6～8.29 

全 11回 受講者 22人 

朗読者養成事業 【朗読奉仕員養成講座】 

R2.1.15～3.18 

全 8回 受講者 28人 

平成 30年度 手話通訳者養成事業 【手話奉仕員養成講座】 

H30.5.8～H31.2.19 

全 38回 受講者 15人 

【手話奉仕員ステップアップ講座 



の検討（二市二町による協議）】 

点訳者養成事業 【点訳奉仕員養成講座】 

H30.5.24～7.26 

全 10回 受講者 4人 

朗読者養成事業 【朗読奉仕員養成講座】 

H31.1.16～3.6 

全 8回 受講者 25人 

平成 29年度 手話通訳者養成事業 【手話奉仕員養成講座】 

H29.5.9～H30.2.20 

全 38回 受講者 16人 

要約筆記者養成事業 【要約筆記者養成講座（後期）】 

県事業（加古川市会場） 

H29.4.19～11.15全 16回 

点訳者養成事業 【点訳奉仕員養成講座】 

H29.6.2～7.21 

全 8回 受講者 6人 

朗読者養成事業 【朗読奉仕員養成講座】 

H30.1.18～3.8 

全 8回 受講者 19人 

平成 28年度 手話通訳者養成事業 【手話奉仕員養成講座】 

H28.5.10～H29.2.21 

全 38回 受講者 13人 

要約筆記者養成事業 【要約筆記者養成講座（前期）】 

県事業（加古川市会場） 

H28.11.9～H29.3.15全 15回 

点訳者養成事業 【点訳奉仕員養成講座】 

H28.10.4～11.22 

全 8回 受講者 6人 

朗読者養成事業 【朗読奉仕員養成講座】 

H28.6.22～8.10 

全 8回 受講者 16人  


