
 

手話言語法制定を求める全国集会 

盛況のうちに終了！ 

 12月12日、全日本ろうあ連盟主催で「手話言語法を求め

る全国集会」を開催しました。全国から 208 人の加盟団体

代表者が参加しました。 

 

同日午後よりスタートした「手話言語法制定を求める

レード12・12」には、700人を超える参加者が集いました。

日比谷公園から銀座を通る 2.8km の道のりをお揃いのオレ

ンジの手袋をはめて手話でアピールしました。天気予報で

は雨模様でしたが、当日は雨雲を吹き飛ばし、皆元気に最

後まで歩きました。 

 

「手話は言語だ！」力強いアピール 

 

‐各地で学習会を開催- 

【秋田】11月８日～９日に秋田県秋田市で「東北ろうあ者

大会・東北地区手話問題研究大会」を開催しました。８日

には分科会があり、第１分科会のテーマ「手話言語法制定

に向けて」の講師として北海道ろうあ連盟副理事長の佐藤

英治氏、当運動本部委員の川根が講演をしました。意見書

運動の状況や手話言語条例の取組みなど、４時間にわたる

熱気あふれる講演で、参加者は意見書運動への意欲を掻き

立てられたようです。 

【四国】11月16日に四国ろうあ連盟と四国手話通訳問題研

究会は合同で「四国手話学習会手話で Go！2014」を開催し

ました。 

午前は分科会を行い、午後は当運動本部委員の大杉が「手

話言語条例」をテーマに講演し、条例の必要性や条例が制

定されるとろう者の暮らしにどのような変化が現れるのか

を話しました。朝から夕方までの長時間でしたが、93名が

参加し手話言語法や手話言語条例に対する理解を深めまし

た。 

【青森】11月30日に青森県ろうあ協会は「手話言語法制定」

事前学習会＆学習会を開催し、70 人が参加しました。当運

動本部委員の大杉が講師を務め、手話言語条例を制定する

意義や、成果などを話しました。 

 参加者からは「ろうの子どもへは手話で教育することが

大事なのだと知った。関係団体と共に国を動かさなければ

ならない。頑張るぞ！」と心強いコメントがありました。 

 

 

 

 

【熊本】11月30日に熊本県ろう者福祉協会は手話言語フォ

ーラムを開催し、当運動本部委員の西滝が「手話言語法と

ろう者のくらし」をテーマに講師を務めました。質疑応答

の際には、手話言語法制定後のろう学校教育への影響や雇

用への影響などの活発的な意見交換を行いました。 

【鹿児島】11月16日に鹿児島県聴覚障害者協会は「手話言

語法学習会」を開催し、132人が参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当運動本部委員の西滝が講師を務め、手話の大切さ、手

話言語法制定に向けての意見書採択状況を話し、参加者た

ちは熱心に聞き入っていました。 

事務局：一般財団法人全日本ろうあ連盟  〒162-0801 新宿区山吹町１３０ ＳＫビル８Ｆ 

                                     TEL： 03-3268-8847／FAX： 03-3267-3445 

手話言語法制定推進運動本部：委員長 石野富志三郎 事務局 久松三二・岡野美也子 

条例グループ：責任者 小中栄一・田門浩・川根紀夫 

意見書採択請願運動グループ：責任者 長谷川芳弘・中橋道紀・渡辺正夫 

教材作りグループ：責任者 西滝憲彦・大杉豊・石橋大吾 
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祝☆兵庫県篠山市 

 12月19日に兵庫県篠山市議会にて、「篠山市みんなの手

話言語条例」が全会一致で可決されました。 

2015年４月１日に施行となります。 

議会では、篠山市議員が手話で手話言語条例について説

明をしました。篠山市役所には「誰もが安心して暮らし続

けられるまち・篠山市みんなの手話言語条例制定」と大き

な垂れ幕が掲げられました。      

祝☆山口県萩市 

12月 18日に山口県萩市議会にて、「萩市手話言語条例」

が全会一致で可決されました。 

祝☆神奈川県 

12月25日に神奈川県議会にて、「神奈川県手話言語条例」

が全会一致で可決されました。2015 年４月１日施行となり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【北海道】 【宮城】 【神奈川】 【岐阜】 【和歌山】 【香川】 【熊本】 【鹿児島】 

小平町 加美町 神奈川県 揖斐川町 由良町 直島町 上天草市 出水市 

東神楽町 【山形】 【山梨】 富加町 古座川町 多度津町 玉名市 指宿市 

遠別町 大蔵村 山中湖村 輪之内町 美浜町 まんのう町 山鹿市 垂水市 

天塩町 【福島】 北杜市 八百津町 【島根】 琴平町 宇土市 薩摩川内市 

更別村 広野町 【長野】 土岐市 大田市 三木町 天草市 日置市 

幌加内町 葛尾村 飯山市 美濃加茂市 【岡山】 【愛媛】 南関町 霧島市 

三笠市 双葉町 木島平村 川辺町 早島町 西予市 御船町 いちき串木野市 

枝幸町 【茨城】 中野市 坂祝町 【広島】 八幡浜市 氷川町 志布志市 

【青森】 牛久市 高山村 関ケ原町 広島県 【高知】 南阿蘇村 奄美市 

平内町 石岡市 小布施町 高山市 竹原市 香美市 西原村 伊佐市 

今別町 つくば市 立科町 東白川村 【山口】 芸西村 五木村 姶良市 

深浦町 【栃木】 富士見町 安八町 長門市 大川村 球磨村 三島村 

藤崎町 茂木町 野沢温泉村 瑞穂市 周防大島町 三原村 【大分】 錦江町 

大鰐町 小山市 生坂村 可児市 平生町 【福岡】 豊後大野市 南大隅町 

板柳町 【群馬】 飯田市 【大阪】 【徳島】 福岡県 国東市 肝付町 

野辺地町 大泉町 池田町 河内長野市 徳島市 宇美町 【沖縄】 屋久島町 

七戸町 川場村 松川村 千早赤阪村 鳴門市 須恵町 伊平屋村 大和村 

横浜町 榛東村 飯綱町 【兵庫】 小松島市 久山町 名護市 瀬戸内町 

東北町 【東京】 信濃町 赤穂市 阿波市 大川市 南風原町 龍郷町 

大間町 武蔵村山市 小川村 西脇市 美馬市 太宰府市 那覇市 喜界町 

三戸町 品川区 朝日村 加西市 牟岐町 【佐賀】 沖縄市 徳之島町 

五戸町 杉並区 喬木村 小野市 美波町 上峰町 豊見城市 天城町 

南部町 三宅村 白馬村 市川町 海陽町 吉野ヶ里町 うるま市 和泊町 

階上町 町田市 山形村 太子町 北島町 【長崎】 大宜味村 知名町 

西目屋村 御蔵島村 
 

佐用町 藍住町 新上五島町 読谷村 与論町 

六ヶ所村 瑞穂町 
  

東みよし町 
   

東通村 檜原村 
  

上勝町 
   

風間浦村 立川市 
  

神山町 
   

佐井村 国立市 
      

新郷村 新宿区 
      

【岩手】 足立区 
      

洋野町 
       

遠野市 
       

大槌町 
       

普代村 
       

花巻市 
       

陸前高田市 
       

釜石市 
    

  
  

大船渡市 
 

  
  

  
  

 

47都道府県の採択100％達成！！ 

12月25日神奈川県議会の意見書採択をもって、

47都道府県の意見書採択100％達成しました！ 

意見書採択情報…12月議会で100％達成地域 続々と❁ 

都道府県    100％達成  

区          22／23  （採択自治体／自治体数） 

市        722／790 

町        640／745 

村         127／183 

区市町村   計 1,511／1,741 

2014 年12月26日現在 全日本ろうあ連盟本部事務所報告数 

100％達成まであと…２３０自治体！ 
                      

 

【意見書採択100％】 

❁達成順❁ 

1 石川県 13 静岡県 

2 秋田県 14 山形県 

3 宮崎県 15 長崎県 

4 奈良県 16 佐賀県 

5 富山県 17 群馬県 

6 千葉県 18 福島県 

6 新潟県 18 山梨県 

6 鳥取県 18 和歌山県 

9 三重県 18 大分県 

10 愛知県 22 岐阜県 

11 埼玉県 22 高知県 

12 滋賀県 24 兵庫県 

 

 

 


