










手話を音声の言葉に、音声の言葉を手話に変えて、聞

こえない人と聞こえる人をつなぐ仕事をしている人です。

日常生活のいろいろな場面で活躍しています。 

※手話通訳者は、聞こえない人とコミュニケーション

を取るために聞こえる人にとっても必要です。

聞こえない人と聞こえる人をつなぐ人は？
手話通訳者や要約筆記者を見かけたことはありますか?

手話通訳者とは

話の内容を要約し、文字にすることで聞こえない人の

コミュニケーションを支援します。難聴者・中途失聴

者の情報取得に有効な方法です。

要約筆記には、手書きとパソコンを使ったものがあり

ます。

要約筆記者とは

手話通訳者・要約筆記者になるには?
(手話通訳者養成講座)

つ

・手話奉仕員養成講座
・手話通訳者養成講座 通訳Ⅰ
・手話通訳者養成講座 通訳Ⅱ
・手話通訳者養成講座 通訳Ⅲ

(要約筆記者養成講座)
・要約筆記者養成講座
 （前期・後期）

手話での会話を学びます。

※問い合わせ先: 尼崎市聴覚障害者コミュニケーション支援センター
市役所中館 1 階 （TEL:06-6483-5451　FAX:06-6483-5452）

手話通訳者を
目指します。

要約筆記者を目指します。}
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しゅわ つうやくしゃようせいこう ざ

しゅわ つうやくしゃようせいこう ざ
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と あ さき あまがさきしちょうかくしょうがいしゃ

し やくしょなかかん かい

し えん

ようやくひっ き しゃ

ぜん  き こう  き

ようやくひっ ようせいこう ざき しゃ

め　ざ

め　ざ

つうやくいち

つうやくに

つうやくさん

しゅわ かいわ まな

よう  やく  ひっ  き    しゃ よう  せい  こう   ざ
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・呼びかけても反応がない場 

合、「聞こえないのかも?」と思っ

てください。

・声をかけるときは、相手の顔を

見て口をはっきりと動かして話

し、普通の声の大きさでゆっく

り伝えましょう。

・音で合図をしても気付かない

人がいたら、聞こえない人か

も知れません。

外見からは聴覚障害がある

ことがわからないため、声を

かけられても気付かず、周り

から「無視された」と誤解さ

れることがあります。

私たちにできることはありますか?
一緒に考えてみましょう。

聞こえない人が困ること

生活・街を歩いているとき

後ろから来る自転車のベルや、車のクラクションの

音が聞こえません。

どうしよう・・・

ぼくにでき
ること

ありますか？

き

わたし

がいけん

こえ

き づ まわ
よ はん のう

こえ

み くち

ふ　つう

うし

おと

おと

ひと ひとき

し

あい　ず き　づ

き

じ  てん しゃ くるまく

つた

こえ おお

うご はな

あい て かお

あい おもき

ば

む　 し ご　かい

ちょうかくしょうがい

いっ しょ かんが

せい かつ まち ある

ひと こま
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～尼崎市手話言語条例ができるまで～

(検討協議会の設置まで)

昭和57年
昭和62年7月
平成28年2月

平成28年3月

平成28年7月

障害福祉課に常勤の手話通訳者を配置
尼崎市手話通訳者派遣事業を開始
平成28年度主要事業において、「手話言語条例」の制定に向け
た「検討協議会」の設置を提案
尼崎市聴力障害者福祉協会・尼崎ろうあ協会が「尼崎市の手話
言語条例の制定に関して」の要望書を市に提出
人事課に聴覚障害のある職員を支援するための手話通訳者を配置

手話通訳者養成講座(3課程)の連続受講ができるよう拡充
一部の申請窓口に遠隔手話通訳システムを設置

手話通訳者養成講座の増設
聴覚障害者コミュニケーション支援センターの機能拡充
(市役所本庁での窓口開設やコーディネーターの増員など)
手話言語普及啓発事業の新設

平成29年10月31日
平成29年12月 5日
平成29年12月25日

第5回検討協議会において条例案の取りまとめ
条例案の提案
全会一致で条例案の可決(翌12月26日施行)

(検討協議会での検討)

平成28年12月15日～平成29年12月11日

学識経験者・当事者・意思疎通支援者などで構成した「尼崎市手話言語条例検討
協議会」を全6回にわたり開催

(条例案の可決まで)

平成29年度

平成30年度

(関連施策の推進)

あまがさき

けん とう ぎきょう かい せっ ち

しょう ねん しょうがいふく じょうきん しゅ つうやく しゃ はい ちわし か

しょう わ

わ

がつねん あまがさき し しゅ わ つう やくしゃ は けん ぎょう かい しじ

へい せい ねん しゅ よう  わしゅ げん じょう れいごど

あまがさき し ちょうりょくしょうがいしゃふく し きょうかい あまがさき きょうかい あまがさき し しゅ わ

けん かい せっ ていあんちとうきょう ぎ

へい せい ねん がつ

へい せい ねん がつ

へい せい ねん がつ

げん れい せい てい かん よう ぼう ていしゅつしょ しご じょう

けんとうきょうぎ かい けん とう

へい せい ねん がつ にち へい せい ねん がつ にち

だい かい けん とう かい じょうれいあん とぎきょう

わ しゅ つう やく よう せい てい れん じゅ かくじゅうこうぞくこう ざ かしゃ

いち ぶ しんせい まど ぐち えんかく しゅ つうやくわ せっ ち

しゅ わ つう やく しゃ よう せい こう ざ ぞうせつ

かく がい しゃ し えん き のうしょう かくじゅう

しゅ わ ご じふげん きゅう ぎょうけい しん せつはつ

し やく

ちょう

しょ ほんちょう まどぐちかいせつ ぞう いん

じょうれいあん てい あん

ぜん かい いっ れいあん か けつ よく がつ にち し こうじょうち

がく しき けい けん しゃ とう じ しゃ い し そ つう し えん しゃ あまがさき しゅ げん れい けん とうじょうし わ ごこう せい

きょう かい ぜん かい かい さいぎ

じょうれいあん けつか

かん れん し さく すい しん

しゅ  わし げん ご じょう れい

ぎょうじ

じん ちょうかくしょうがい しょく し えん しゅ つうやくしゃ はい ちわいんじ か

せい てい む

へい せい ねん

へい せい ねん ど

へい せい ねん ど

がつ にち

へい せい ねん がつ にち

へい せい ねん がつ にち
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尼崎市聴覚障害者コミュニケーション
支援センター
〒660-8501　尼崎市東七松町1丁目23-1
尼崎市役所中館1階
電話:06-6483-5451　FAX:06-6483-5452

尼崎市手話言語条例

尼崎市ホームページ

尼崎市手話言語条例や啓発冊子、体験講座の情報などを掲載しています。
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syogaisya/042gaiyou/1012033.html

コミュニケーション支援者養成講座
手話通訳者・要約筆記者など、各種意思疎通支援者の養成講座の情報を掲載しています。
http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/syogaisya/042gaiyou/1015707/index.html

条例制定時の様子

※中館西側出入口の近くです

編　　　 集:

企画・制作協力:

尼崎市健康福祉局障害福祉課
電話:06-6489-6577　FAX:06-6489-6351

協　　　 力: 尼崎ろうあ協会 イラスト協力: 濱﨑 明奈
尼崎市聴力障害者福祉協会

尼崎市手話パンフレット

あまがさき

あ ま が さ き

あまがさき し

あまがさき し    しゅ　わ

へん しゅう

きょう りょく きょうりょく はま さき あき　なきょうかいあまがさき

き かく

でん　 わ

せい さくきょうりょく

あまがさき し し しけん きょくしょうがいこう ふく ふく か

あまがさき  し  ちょうりょくしょうがい しゃ ふく し きょうかい

しゅ  わ  つうやく しゃ よう やく ひっ  き  しゃ しゅかく じょうほう けいさいよう せい こう  ざい　 し    そ  つう し  えんしゃ

し ざえん よう せい こうしゃ

しゅ　わ げん ご じょうれい けい はつ たい けん じょうほう けい さいこう ざさっ し

しゅ　  わし げん ご じょう れい

あまがさき し

あまがさき ひがしなな まつちょう ちょう めし

あまがさき やく しょ なか かん かいし

し　  えん

ちょう かくし しょう がい しゃ

手話に関する問い合わせ先など
しゅ　わ かん さきと あ

じょうれいせいてい じ

なか かんにしがわ で いりぐち ちか

よう す

でん　わ
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