
Ｈ２９．６．１９　（仮称）箕面市手話言語及びコミュニケーション手段の利用促進条例に関する部会

資料２－１

「（仮称）箕面市手話言語及びコミュニケーション手段の利用促進条例」の意見聴取回答票　

集約結果１　困りごと・解決策

１）聴覚障害（回答者：当事者）

コミュニケーション、情報取得時の困りごと 解決策

1 ・問合せ先にＦＡＸ番号の記載がない。
・市役所に手話通訳者がいない。
・大雨、地震などの災害時に何が起きたか
がわからず不安。

・問合せ先には必ずＦＡＸ番号を記載する。
・市役所に手話通訳者を配置する。
・（自治会には入っているが）近所の人や民
生委員に何が起こったのか伝えてほしい。

2 ・災害時に何が起きたかわからない。
・顔を見ないで話をされると、話がわからな
い。
・暗い場所で会議をされると、話がわからな
い。
・学校、病院、セミナーなどで話がわからな
い。
・ろう者を後回しにするような態度が存在す
る。

・ろう者の理解の促進並びに手話の普及、
手話を使用しやすい環境の整備
・明るい場所で会議をするなど、合理的な配
慮を行う。
・手話は言語である事を知ってもらい、意思
疎通を図る為に手話を覚えてもらう。
・学校の設置者は手話を学び、かつ手話で
学ぶ事が出来るよう教職員の手話に関する
理解と技術の向上のために必要な措置を講
ずる。
・字幕付きの電磁版の設備、設置。
・スマホの画面から飛び出す構造で、手話
通訳が出来る近未来的なシステム（視覚的
な情報）

3 ・会議や職場の飲み会等では、筆談をお願
いしやすいが、常に書いてもらう訳にはいか
ず、遠慮がちになり、参加しづらくなる。
・うるさいところ、雑音がひどいところでは会
話や音が全く聞き取れない。
・マスクをしたまま、話しかけられると口の動
きがわからないので、コミュニケーションがと
れない。
・電話が出来ないので不便。電話リレー
サービスは制限やプライバシーの問題が
あって使いにくい。
・アナウンスが聞こえない。災害等の可能性
もあるので不安になる。

・市主催行事で全市的なイベントには手話
通訳・要約筆記をつけてほしい。医療講座
や市長ほっとミーティングのように頻繁に開
催されるものは、場所や内容で「要約筆記
つき」と「申込制」とをある程度住み分けてほ
しい。
・あらゆる広報手段を使って、難聴者・中途
失聴者のことをとりあげて啓発をしてほし
い。
・飲み会や会議や交流の場所など、要約筆
記の派遣が出来る範囲を広げてほしい。
・あらゆる場所で、文字で情報を伝える手段
を拡充する。
・行政は積極的にコミュニケーション支援機
器を導入し、コミュニケーション支援機器を
導入する事業者にも助成金制度を立ち上げ
る。

4 ・会話や会合の際、話ができない。 ・要約筆記をつける。
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コミュニケーション、情報取得時の困りごと 解決策

5 ・外出時、複数人と話をする場合、聞き取り
にくい。
・聴覚障害は外見ではわかりづらいので、
必ず「耳が悪いので」と前置きしなければな
らない。
・会話が理解できないのに障害のレベルで
はないと扱われることが辛い。

・聴覚障害を理解してもらう方法があれば便
利。

6 ・役所や銀行などの呼び出しがわからない。
呼ばれてもわからないので後回しにされる。
・聴覚障害だと伝えると、それ以上のことを
伝えてもらえない。一般の人に「伝わらない
のだから仕方ない」という認識がある。
・自治会などに情報保障の環境がなく、参加
できない。
・筆談だと最低限の情報のみしか入手でき
ない。
・インターホンでの対応ができない。
・問合せ先が電話しかないとき、対応できな
い。

・聞こえない人がいて、その人たちも平等に
コミュニケーションする権利があることをみ
んなに知ってもらう。
・筆談を学ぶ機会をつくる。（特に市職員、
接客、サービス業者）
・電光掲示板の設置など、視覚情報での情
報伝達をすすめる。
・インターホン通話にはモニターをつける。
・連絡先の表示には電話だけでなく、FAXや
メールも併記するよう推進する。

7 ・マスクをされると口が読めない。
・筆談の文字が小さい、汚い等で読めない。
・市役所、病院などで、口を大きく開けて話
すようお願いするが、（大事な話を）大きな
声で話され、他の人に聞かれているのでは
と不安になる。
・早口だとわからない。
・電車等のアナウンスが聞こえない。
・学校等の説明会も聞こえず、内容がわか
らない。

・イラストを見せながら、ゆっくり説明する。
・メモをいつでも出せるようにして、そのメモ
は持って帰りたい。
・マスクを取って会話する。

8 ・大勢の会合等では話がわからない。
・マスクをされると口が読めない。
・要約筆記も少し遅れて伝わるので、周りが
なぜ笑っているのかがわからない。

・磁気ループは効果的なので、設置をすす
める。

9 ・筆談ではうまく伝わらない。結局家族を連
れてもう一度手続きを行う必要があるなど
手間がかかる。
・市立病院で手話通訳を受けるとき、ライフ
プラザから手話通訳者が来るが、待ち時間
がかかる。

・病院や市役所の受付に、手話通訳の専任
者を設置する。
・手話を言語とする人にとって、日本語の文
章で筆談することが難しいということを理解
してほしい。
・病院には医療用語などを熟知している手
話通訳者を配置してほしい。
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２）聴覚障害（回答者：支援者）

コミュニケーション、情報取得時の困りごと 解決策

10 ・当事者が手話、指文字、独特のジェス
チャーを使うので、支援者としては理解する
ことが難しい。

-

11 ・わからないことがあるときに人に聞けず、
情報が入らない。
・日常生活で人と会話できず、疎外感があ
る。
・緊急車のサイレンや呼びかけなどが聞こ
えない。

・みんなが手話などを使えるようになる。
・聴覚障害者の存在を知ってもらう（啓発）。
・協力を頼まれた時の心構えや行動の意識
を高める｡
・命の危険に関する情報は､文字や絵、記号
などを表示する｡

12 ・市役所での説明が理解できない。職員が
聴覚障害に対応できていない（早口、マスク
を付けたまま、筆談の字が汚い）。
・急に講演会等に行きたいと思っても、情報
保障がない（個人派遣についても土日に急
には依頼できない）。
・災害時の呼びかけなどが聞こえない。

・行政職員が障害を持つ人への理解を深め
る。
・市役所の受付の人も手話を学ぶ。
・公的な場所には手話通訳者を配置。
・手話通訳がスムーズに受けられるよう、市
役所にテレビ電話を設置する。
・講演会、講習会に手話通訳を配置。
・市役所では、行政用語ではなく、わかりや
すい言葉、文字、イラストで説明する。
・聞こえる人と同じように、知る権利を保障
する（音声だけでなく、視覚情報も提供す
る）。

13

14 ・マスクを付けて会話をされると口が読めな
い。
・市職員の説明が口話だけではわかなら
い。筆談も字が読めない。
・公共機関に手話通訳者がいないので、意
思疎通ができない。
・「手話がわからなくてもコミュニケーション
が取れる」ということを知らない人がいる。
・手話を言語としている人にとって、日本語
の文章は難しく感じる。
・災害時等、音声では伝わらない。

・市役所ロビーにあるテレビで指文字･手話
の簡単な挨拶などを放送する。
・手話以外のコミュニケーション方法もあるこ
とを周知する。
・テレビには必ず文字を付ける。
・テレビ電話など、手話通訳につながる機器
を置く。
・職員に対して手話講習会を開く。
・絵や図など、簡単な情報で伝える。

15 - ・夜に学習会を開催し、若い支援者を増や
す。

16 ・市役所に手話通訳者がいないため、手話
通訳者のいるライフプラザに来て、市役所で
の手続きについて尋ねることもあり、当事者
達は不便を感じているようだ。

・市役所に手話通訳者をおく、または、ビデ
オチャットを利用した遠隔手話通訳サービス
を導入する
・筆談より使い慣れた手話でやりとり出来る
ほうが望ましい。
・基礎的な手話講座を受講しても、手話通
訳士になるためには長く続ける必要があ
る。手話通訳士という専門職の人や、ベテラ
ンのボランティア通訳の必要性を感じる。

-

3/8



コミュニケーション、情報取得時の困りごと 解決策

17 - ・小さい頃から手話に接することが出来るよ
うになれば良いと思う。
・公共の施設（市役所・病院）は、手話通訳
ができる職員が対応できるようにしてほし
い。

18 ・電話ができない。
・意思疎通が難しい。
・緊急時に困る。
・外見では障害をわかってもらえない。

・メールやファックスで連絡が取れる体制の
整備。
・市役所に手話通訳者を設置。
・市職員は要約筆記の講習を受ける。
・市の防災訓練の音質向上（健常者でも聞
き取れない）。

19

20 - ・個人派遣の利用範囲ができる限り限定さ
れないようにしてほしい。
・障害者の相談をよく受ける施設（市役所、
公共施設）では、全ての職員が一定のレベ
ルで相談対応ができるように研修をする。
（全国要約筆記問題研究会が行っている
「文字サポ」など）

23 ・音声情報だけではコミュニケーションが取
れない。

・音声情報の代わりとして、視覚情報が必
要。

24 ・大勢の人の中では発言できない。
・電話ができない。
・電車の遅延情報など、周囲の情報が入ら
ない。

・あらゆる障害に配慮する。
・小学校からの教育が必要。
・障害者が社会参加しやすい、外へ出て生
活を楽しむ環境を作る。

25 ・災害時に誘導されても聞こえない ・災害時の誘導、情報提供は大きな文字で
プラカードなどで提供する。
・災害時に「聴覚障害のかたはいますか」と
文字で表示してほしい。

-
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３）視覚障害（回答者：当事者）

コミュニケーション、情報取得時の困りごと 解決策

26 ・資料が読めない。点字化、音声化に経費
や時間がかかる。図面やイラストは説明して
もらっても不足がある。読み手の伝達力等
によって、得られる情報の質が違う。
・「見え」に関する支援がない。その場の雰
囲気や状況説明が不十分で対応できないこ
とがある。
・銀行手続き、出入国、契約書等のサインが
できない。
・同行援護サービスの支給量が少ない。家
の中や、緊急時の対応ができない。

・高齢障害者に対する施策の充実。
・手話通訳と同様に視覚障害者に対しても
コミュニケーション事業を実施する。
・障害をカバーできる機器の全てを日常生
活用具の対象に。
・同行援護の中で援護支援の他に情報提供
など内容を充実させる。

４）視覚障害（回答者：支援者）

コミュニケーション、情報取得時の困りごと 解決策

27

28

29

５）音声言語機能障害（喉頭全摘出）（回答者：当事者）

コミュニケーション、情報取得時の困りごと 解決策

30 ・代用音声を紛失すると話せない。
・外出の際、忘れたり、外出中に紛失すると
話せない。

・道具を使用しない代用音声（食道発声）を
容易に習得できる環境の整備。

31 ・代用音声（食道発声）のため音量に限界が
あり、騒音がひどいと声が伝わらない。

・公的な場所等では、騒音を避けられるス
ペースを確保する。

32 ・代用音声では大きな声が出ない。騒がしい
場所で会話ができない。
・防災用の笛が吹けない。
・ＳＯＳが発信できない。

・小型の拡声器などがあれば良い。

-

-

-
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５）身体・知的（重複）（回答者：家族・支援者）

コミュニケーション、情報取得時の困りごと 解決策

33 ・病院等で自分の考えを伝えられない。伝え
られないことが「何もわからない、何も思い
がない」と捉えられてしまう。
・申請書類等を提出するとき、本人が行って
いないのに、様々な書類を提出しなければ
ならない。

・入院中も、本人のことをよくわかっているヘ
ルパーさんに付いてもらい、医師、看護師と
のコミュニケーションが取れるようにしてほし
い。

34 ・初めての人と話をするときに、二語文や身
振りだけでは理解してもらえず、結果、自ら
も意思を表現しなくなっていく。
・役所の手続き等で本人が一緒にいても委
任状等が必要。そばで見ている本人にとっ
て、自分を否定されているように思われる。

・時間をかけてゆっくり聞く。首の動きなどで
意思表示することがあるので、本当にこれ
でいいのかということを確認する。
・本人に不愉快な思いをさせないよう、本人
がいれば容易に手続きができるようにして
ほしい。

35 ・知らない人に対して、思いを伝える方法が
ない。体調の不良などを伝えられない。
・好奇な目で見られる。
・病院で思いを伝えられない。結局「様子を
見ましょう」となることが多い。

・好奇な目で見られるなどあり、辛い。障害
者だなとわかるはずだから落ち着いていて
ほしい。
・親以外の人にも知っている人を増やす。
・障害総合診療科のような対応をしてもらい
たい。

36 ・複数の人の中で説明や話をすることが困
難。
・指文字だけでの説明では追いつかない。
・新しいこと、言葉だけではイメージしにくい
内容を伝えることが困難。
・支援者との関係性の構築も困難である
が、周りの利用者との関係構築も困難であ
り支援者も支援方法が手探りである。
・納得いかないことがあるとき、十分な説明
が得られない。

・支援者ができるだけ早く手話や指文字、そ
のかた特有のジェスチャーを習得する。
・手話、指文字、ジェスチャー以外のコミュニ
ケーション手段を見つける（コミュニケーショ
ンの幅を広げる）。
・人に聞かなくても、目で見てわかるものが
増えること。
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６）知的・精神障害（回答者：家族・支援者）

コミュニケーション、情報取得時の困りごと 解決策

37 知的・精神障害

・自分の考えていることが、なかなか相手に
伝わらない。
・相手（教員、支援スタッフなど）が何をいっ
ているのか理解できない。
・今後の予定がわからず、不安になる。
・文字が多いと読めない（もみじだよりな
ど）。
・情報が多いと、必要な情報が探せない。

・音声言語だけではなく、困っていることを伝
えられるよう、絵カード等による視覚支援を
する。
・タブレット端末等も有効。アプリを使い、感
情を伝える、あるいは食べ物等の画像を保
存し、選択すると音声が出るような装置もあ
る。
・視覚的に工夫された当事者にとってわかり
やすいスケジュール表を作る。
・視覚・構造化支援に係る経費やタブレット
端末等の購入費に対し、公的補助をする。
・障害特性を理解してもらうため、積極的に
啓発してほしい。小中学校の子ども達へも
伝えてほしい。
・様々な障害特性に対応した情報発信をし
てほしい。
・障害者が困っているような場面があった
ら、市民のかたに手助けしてほしい。

38 精神障害

・人が多いところ等では、パニックを起こし話
が聞けない状態になる。
・学校で配布される子ども向けプリントでも、
文字が多いと、本人は読めない。

・背中に文字を書いたり、手話で「大丈夫」と
いうことを伝える等、触覚や視覚を使って伝
えれば落ち着いてくれる。
・文字だけでなく、イラストも使用し、伝えて
ほしい。
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７）その他障害

コミュニケーション、情報取得時の困りごと 解決策

39 聴覚・言語障害
（回答者：当事者）

・ＦＡＸは連絡手段として気づかれにくい。 ・市役所や教育機関でも、メールやショート
メッセージが利用できるようにしてほしい。

40 身体（全身・呼吸器）
（回答者：当事者）

・呼吸器疾患の状態により、声が小さくなっ
てしまい、会話が難しい場合がある。

・日頃から状態をよく分かってくれている介
助者にサポートをうける。

41 呼吸器・音声言語障害、精神障害、難病
（回答者：当事者）

・マンションのインターホンにカメラが設置さ
れておらず、会話も顔もわからないままマン
ションに人を通さないといけない。
・問合せ方法がＴＥＬしかないところがある。
・大勢の前で話し、表現を伝えられない。

・カメラ付きインターホンを設置する。
・問合せ先にＦＡＸを追加する。またこのよう
な困りごとがあるということを広く周知する。

42 高次脳機能障害・四肢麻痺
（回答者：支援者）

・言葉によるコミュニケーションは滑舌が悪
く、聞き取りにくい。
・理解してもらうのに時間がかかるため、当
事者ではなく、介助者へ話をされる。
・話すのが早かったり、難しい言葉で説明さ
れると理解が難しくなる。
・言葉がなかなか出てこない。
・前述の状況から、自分から会話を始めら
れない。
・音声や文字の理解が難しい。

・絵や写真、文字盤など、指さしだけでコミュ
ニケーションが取れれば時間の短縮にな
る。
・できるだけ、簡単な言葉でゆっくりと話して
ほしい。
・「はい」や「いいえ」で答えられるような質問
のほうが答えやすい。
・なんで困っているのか、具体的に例を挙げ
て聞いてほしい。
・障害特性を理解してほしい。障害特性理
解に関し、市民啓発を積極的に実施してほ
しい。小中学校でも取り組んでほしい。
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