○越谷 市手 話言 語条 例
平成３ ０年 ３月 ２０ 日
条例第 １ 号
前文
言語 は、 お互 いの 意思 や感 情を伝 え、 理解し 合い 、知 識を 蓄え 、文 化を
創造し 、継 承す る上 で必 要不可 欠な もの です。
日本 手話 をは じめ とす る日 本の手 話（ 以下「 手話 」と いう 。） は、 手や
指の動 き、 表情 を使 い視 覚的 に表現 する もので あり 、音 声言 語で ある 日本
語と同様に一つの言語です。そして、ろう者などの手話を必要とする方
（以下 「手 話を 必要 とす る方 」とい う。 ）が自 分ら しく 生き てい く上 で、
手話は 、か けが えの ない もので す。
しか しな がら 、手 話は 、長 い間言 語と して認 めら れず 、使 用さ れる 環境
が整え られ てこ なか った こと から、 手話 を必要 とす る方 が生 活し てい く上
で、今 でも 多く の不 便や 不安が 生じ てい ます。
その よう な中 で、 手話 が社 会にお いて 徐々に 知ら れる よう にな り、 障害
者の権 利に 関す る条 約や 障害 者基本 法に おいて 手話 が言 語と して 位置 付け
られ、 日本 語と 共存 する ことに なり まし た。
ここ に、 市民 一人 一人 が、 手話は 言語 である こと を理 解し 、手 話を 必要
とする 方が 安心 して 生活 を送 ること がで きる環 境を 整え 、も って 全て の市
民が、 とも に育 ち、 とも に働 き、と もに 暮らす こと ので きる 地域 社会 を目
指 す た め、 この 条例 を制 定しま す。
（目 的）
第１条

こ の条 例は 、手 話に つい ての 基 本理念 を定 め、 市の 責務 及び 市民

の役割 を明 らか にす ると とも に、 手話 に 関する 施策 を推 進す るこ とに よ
り、社 会的 な障 壁に よっ て分 け隔 てら れ ること なく 、全 ての 市民 がと も
に生き るこ 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。
（基 本理 念）

第２条

手 話は 、日 本語 と同 様に一 つの 言語と して 尊重 され なけ れば なら

ない。
（市 の責 務）
第３条

市 は、 前条 に規 定す る基本 理念 にのっ とり 、手 話に 対す る理 解及

び普及 を促 進す ると とも に、 手話を 使用 しやす い環 境を 整備 する ため に
必要な 施策 を講 ずる もの とする 。
（市 民の 役割 ）
第４条

市 民（ 市内 に在 住し 、在勤 し、 又は在 学す る者 及び 市内 で活 動す

る個人 又は 団体 をい う。 ）は 、第２ 条に 規定す る基 本理 念に 対す る理 解
を深め ると とも に、 市の 推進 する施 策に 協力す るよ う努 める もの とす る 。
（施 策の 推進 計画 ）
第５条

市 は、 市が 定め る障 がい者 に関 する計 画に 従い 、次 に掲 げる 施策

の推進 計画 を定 める もの とする 。

２

⑴

手話 を理 解す るた めの機 会の 提供

⑵

手話 に関 する 周知

⑶

手話 を習 得し 、手 話を必 要と する 方を支 援す る人 材の 養成

⑷

手話 その 他の 意思 疎通手 段に よる 情報の 取得 及び 共有 の機 会の拡 充

⑸

その 他こ の条 例の 目的を 達成 する ために 必要 な施 策
市 は、 前項 の推 進計 画の 策定又 は変 更に当 たっ ては 、手 話を 必要 とす

る方そ の他 関係 者の 意見 を聴く よう 努め るもの とす る。
（財 政上 の措 置等 ）
第６条

市 は、 前条 第１ 項各 号に掲 げる 施策を 推進 する ため に財 政上 の措

置その 他の 必要 な措 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

この 条例 は、 公布 の日 から施 行す る。

