
 

第 25回全国聴覚障害公務員研修討論集会 

「ダイバーシティ・コミュニケーション」 

～十人十色のコミュニケーション みんな違ってみんないい～ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

開 催 日：平成 28年 11月 19日（土）13時～11月 20日(日)13時 

会   場：コミュニティ嵯峨野 

（京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 3-4 TEL 075-871-9711 FAX 075-871-9713） 

 

 

◎ 主  催  日本聴覚障害公務員会 

 

◎ 主  管  西日本聴覚障害公務員会・第２５回全国聴覚障害公務員研修討論集会実行委員会 

 

◎  後  援 （予 定） 

京都府、京都市、(一財)全日本聾唖連盟、 (一社)全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 

(福)全国手話研修センター、(一社)京都府聴覚障害者協、京都府難聴者協会、  

(特非)京都市中途失聴・難聴者協会 

◎ 協  力   （予 定）  

京都手話通訳問題研究会、京都府庁アクセシブルミーティング研究会 

 

 

※ダイバーシティ：多様性 



 

集会プログラム 

 

■１１月１９日（土）第 1日目  
 

12:30～      受付 

13:00～13:30   開会式   主催者あいさつ 

13:30～14:00   講演 ① 

14:10～14:50   講演 ② 

15:20～18:00   ワークショップ ① 

18:00～18:30   チェックイン 

18:30～21:00   親睦交流会 
 

■１１月２０日（日）第 2日目  
 

07：30      朝食 

08：30～     チェックアウト 

09：00～11:00  ワークショップ ② 

11：00～11:30   全体報告・閉会式 

11：40～13:00  日本聴覚障害公務員会総会 

日本聴覚障害公務員会会員の皆さん、出席をお願いします。 

なお、非会員の人も傍聴できます。 

 

※当日の事情により一部変更することがあります。ご了承ください。 

 

自由解散 秋の京都をお楽しみください♪♪ 

 

講演①  13：30～14：00 ＜第1日目＞    会議室『嵐山』 

 聴覚に障害のある職員の雇用等に関する実態調査結果の速報  

今年８月に当会と全国手話研修センターが合同で実施した全国の自治体で働く聴覚 

障害職員の実態調査概要や集計速報をもとにこれからの合理的配慮のあり方を考えます。 
 

講師：「聴覚に障害のある公務員の雇用実態及び今後の合理的配慮のあり方につい 

ての調査・研究事業」調査委員会委員長 大谷大学教授 志藤修史氏 

 

講演②  14：10～14：50 ＜第1日目＞    会議室『嵐山』 

 

 京都府庁における聴覚障害職員への情報保障施策についての職員提案報告 
 

音声変換アプリを使った聴覚障害職員への情報保障や、府庁窓口、教育・医療・観光場面

等での聴覚障害者への情報保障活用について、昨年度から庁内ベンチャー事業で研究してき

た内容を報告します。 

 



 

【研究内容】 

働きづらさ、スキルアップの困難さを抱えている聴覚障害職員の日常業務や研修時の情報保

障に加え、職場を含む研修制度を確立することで、聴覚障害職員の雇用環境を改善し、聴覚障

害者雇用のモデルを確立する。 

 

【庁内ベンチャー事業とは】 

京都府では職員が府政に関する課題について、地域で活動する多様な主体と連携・協働しな

がら自主的に調査・研究を行い、新たに政策や業務改善の提案を行うことにより、職員の積極

的な府政への参画意識の高揚を図るとともに、府民ニーズに即した政策提案能力を持つ人材を

育成することを目的にベンチャー事業を実施しています。 

事業化の必要性が認められた提案については、予算上の措置等が検討されます。 

 

     報告者： 廣瀬 美貴 

（京都府庁内ベンチャー事業 聴覚障害者への情報保障施策について（コミュニケーション

ツールの活用） 代表者） 

    

ワークショップ① 15：20～18：00 ＜第1日目＞  会議室『嵐山・御室』 

 多様なコミュニケーションを意識して 

ワールドカフェ方式のワークショップを行います。 

 

【自分をどれだけ表現できていますか】 

～自分を表現しやすくするために必要なことは～ 

自分とは違うタイプの考え方、価値観を持つ人がいることを理解し、コミュニケーション手段の取

り方が違うことも踏まえたうえで、お互いに気持ちよく仕事をすすめられる方法、コミュニケーショ

ンが取れる方法について話し合いましょう。 

 

親睦交流会 18：30～21：00  ＜第1日目・夜＞  『嵯峨・宇多野・常盤』 

 

多様多種なコミュニケーションを使って交流しましょう！ 
 
 

ワークショップ② 9：00～11：00  ＜第２日目＞   会議室 『嵐山・御室』 

 聴覚に障害のある職員への合理的配慮とは 

 

【法改正によりあなたの職場に変化はありましたか】 

～職場における障壁、周囲の人々の理解の現状は～ 

今年4月に改正された障害者雇用促進法により、障害のある職員への合理的配慮の提供が義務になりま

した。皆さんの職場ではどのような変化・改善がありましたか。各地の事例をもとに、自分の職場をか

えるきっかけにしませんか。 

 



 

 

全体報告・閉会式 11:00～11：30 ＜第２日目＞    会議室 『嵐山』 

 
※当日、都合により内容等変更する場合がありますので、ご了承願います。  

※情報保障については、手話通訳と音声翻訳通訳「ＵＤトーク」及び磁気ループを用意しています。 

なお、親睦交流会には対応していませんので、ご了承願います。 

 

開会式     手話通訳・UDトーク・磁気ループ 

講演 ①②   手話通訳・UDトーク・磁気ループ 

ワークショップ 多様なコミュニケーションを使って楽しみましょう！ 

親睦交流会   各自で多様なコミュニケーションで、盛り上がりましょう！ 

 

 

 

UDトーク 

ＵＤトークは、コミュニケーションの「ＵＤ＝ユニバーサルデザイン」を支援するためのアプリケー

ションです。音声認識率が高く、今後の使い道によっては、聞こえない私たちのコミュニケーションの

世界を広げる可能性を持つツールです。本集会では体験の場として、情報保障の1部をＵＤトークで行い

ます。  

スマートフォン及びタブレットを持参された参加者は、お手元にてご覧になれます。 

あらかじめＵＤトークのホームページ http://udtalk.jp/ にてアプリをダウンロードしてご参加く

ださい。 

 

 

全国の仲間達よ！ 古都・京都へお越しやす！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

参加費および申込要領 
 

 

＜ 参加対象： 国家公務員・地方公務員として働く聴覚障害者と集会の目的に賛同する方 ＞ 

 

（１）参加費 

① 集会参加費  7,000円  ※「会員特典について」もご覧ください。 

② 親睦交流会  7,500円  飲み放題付 ※親睦交流会のみのお申し込みはできません。 

③ 宿泊費１人  8,000円  （ツインルーム 朝食・税・サービス料込み） 

※お部屋は洋室（ツインルーム）ですが、申し込み状況により３人部屋になる場合があります。 

同室希望の相手がいれば、その方のお名前を記入してください。 

※お子様の食事・宿泊に関しては事前に事務局までお問い合わせください。 

 

（２）宿泊について 

ホテルビナリオ嵯峨嵐山（コミュニティ嵯峨野/全国手話研修センター） http://hotel-binario.jp/ 

住所 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4  TEL 075-871-9711  FAX 075-871-9713  

 JR嵯峨嵐山駅に隣接しており、改札口を出て左にあります。集会会場と併設しているので、非常に便利です。

客室(朝食付)は全て押さえていますが、部屋数に限りがありますので、先着順で受け付けます。チェックイ

ンの手続きは、本集会の会場にて行います。この施設はツインルームが原則となっているため、申込者が多

数の時は、3人部屋となる場合がありますのでご了承ください。 

 

（３）保育 
対象は１歳半から就学前までのお子様。 

保育時間は11月 19 日(土)/13時から分科会終了まで、20日(日)／9時から総会終了まで。 

保険代などの実費負担として、子ども１人につき1日あたり５００円を当日にいただきます。 

なお、お子様の宿泊や食事については事前に事務局までお問合せください。 

 

（４）交通について 
   公共機関をご利用ください。紅葉シーズンのため、車での嵯峨野への出入りは不可能です。 

   別途、８Pの集会会場及び宿泊所へのご案内をご覧ください。 

 

（５）情報保障について 
情報保障について、本集会では開閉会式、ワークショップ、総会における情報保障については手話通訳／

UDトーク／磁気ループを準備しています。 

ただし、ワークショップ、親睦交流会での参加者同士の話し合いの場面や、ホテル従業員とのやり取りに関

しては対応いたしかねますので、ご了承ください。 

 

 

＜申込方法＞ 

（１）別紙参加申込書に必要事項をご記入の上、郵送またはメールで下記までお送りください。 

〒600-8127 

京都市下京区梅湊町 83-1 

京都市市民活動総合センター メールボックス Ｎｏ．35 

西日本聴覚障害公務員会(京都集会 会計担当) 行 

   参加申込用受付アドレス：25kyoto-accept@choukoukai.net 

 

mailto:25kyoto-accept@choukoukai.net


 

（２）参加費等を申し込み後１週間以内に、下記のゆうちょ銀行口座に振り込んでください。 
振込手数料は自己負担でお願いします。 

 ゆうちょ銀行 記号：14110 番号: 83536561  

ｾﾞﾝｺｸﾁｮｳｶｸｼｮｳｶﾞｲｺｳﾑｲﾝｹﾝｼｭｳﾄｳﾛﾝ 

全国聴覚障害公務員研修討論集会実行委員会 
 

※他の金融機関からの振込の場合、次のコードをご利用ください。 

    ゆうちょ銀行 支店名「四一八 ヨンイチハチ」→「４１８」 普通預金 口座番号 8353656 

    ただし、432円の振込手数料がかかります。 

※参加申込書と参加費振込の両方の手続きが行われて、参加申込みが完了したと見なします。 

※ゆうちょ銀行で振込んだ際の受領証を、集会参加費領収書に代えさせていただきます。 

※締切日までに参加費の振り込みがない場合は、参加申込を無効といたしますので、ご了承ください。 

 

 

◇申込締切日◇ 

  平成 28年 9月 12日(月) （必着） 電話や FAXによる申込みはできません。 

(インターネット受付は、9月 12日(月)24時まで)  

ホテルビナリオ嵯峨嵐山の宿泊は先着順ですので、お早めにお申込ください。 

※紅葉時期の京都の宿泊施設は予約が困難です。ホテルビナリオ嵯峨嵐山の利用をおすすめします。 

※参加申込取り消しについては、いかなる理由でも返金できませんので、予めご了承ください。 

 

＜参加申込後の連絡について＞ 
参加申込後、委員会から確認する場合があります。 

必ず参加申込書に、メールアドレス（PC アドレスを推奨します）をご記入ください。携帯電話やパソコンの

メールアドレスをお持ちでない方は、FAX番号をご記入ください。 

 

集会の参加確認証や事前資料等の送付はありません。ご了承ください。 

 

=＝＝＝＝＝＝集会についてのお問合せ====＝＝＝＝＝＝＝ 

 

実行委員会      

事務局メールアドレス   25kyoto@choukoukai.net  

 

京都集会 HP！ http://www.choukoukai.net/taikai/25kyoto/ 
 

 

インターネットでも申込を受け付けています。詳細は上記ホームページをご覧ください。 

 

 

 

 

mailto:25kyoto@choukoukai.net
http://www.choukoukai.net/taikai/25kyoto


 

ご注意・お願い 

 

■ 聴公会会員が参加される場合の会員特典について ■ 

集会の参加費は、会員・非会員とも7,000 円です。ただし、会員の方及び今回、新規に入会する方は、参加費7,000 

円のうち2,000円を聴公会会費に充当できるサービスがあります。これは会費を別途払う必要がなく、便利でお得に

なっています。会費の納入状況によって、下記の表にてお取り扱いさせていただきます。 

会員の会費納入状況は宛名ラベルでご確認できます。そちらをご覧ください。 

なお、当会の会計期間は９月～８月です。 

平成２７年度は平成２７年９月～平成２８年８月、平成２８年度は２８年９月～平成２９年８月となっております。 

 

現在の会費納入状況 会費充当年度 会員年度 申込書 お知らせ 

27 年度支払済みだが、28

年度は未払の方 

28 年度会費に

充当します。 

28 年度(今

年度) 

「会員（継続）」

に〇印 

29 年度も継続の場合は集会当日に受付

します。 

28年度支払済みの方 29 年度会費に

充当します。 

29 年度(次

年度)まで 

「会員（継続）」

に〇印 

  

 

28 年度支払済みだが、次

年度（29 年度）は継続し

ない方  

充当なし 

 

28 年度(今

年度） 

「退会」に 

〇印 

集会に不参加の場合は年度内にご連絡

のうえ退会届がない限り「継続」扱いに

なりますのでご注意ください。※注2 

今回の新規入会の方 
28 年度会費に

充当します。 

28 年度(今

年度） 

「会員（入会）」

に〇印 

29 年度も継続の場合は集会当日に受付

します。  

それ以外の方（次年度か

ら入会の方、非会員のま

までよい方） 

充当なし 

 
非会員 

「非会員」に〇

印 

・29 年度の入会申込は集会当日に受付

します。※注2 

・11月20日の聴公会総会では傍聴のみ

可能です。発言・議決権は行使できませ

ん。ただし 29年度の申し込みをされた

方は 29年度に関する事項のみ議決権を

行使できます。※注1 

その他 

・集会に不参加の場合は返金できません。ただし、納入状況により、28 年度限り又は 29

年度継続として会費の充当をさせていただきます。 

・入会及び退会については、別途手続きをしていただきます。 

：28年度支払い済の方には、昨年つくば集会に参加し、28年度会費に充当されている方も 

含みます。 

※会員には、正会員（聴覚障害公務員）と賛助会員（本会の目的に賛同する正会員以外の者）の 2 区分があります。詳

しくは聴公会ホームページ（http://www.choukoukai.net）の「聴公会とは？」をご覧ください。 

 

※注１ 集会当日の非会員の方は、20日の聴公会総会では発言、議決権の行使はできません。ただし、傍聴でき

ます。 

※注２ 集会当日に参加できなかった場合は、直接ご本人に返金できませんので、29年度会員を継続させていた

だきます。ご了承ください。 

 

 



 

集会会場及び宿泊所のご案内 

「コミュニティ嵯峨野・ホテルビナリオ嵯峨嵐山」 
住所 / 〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町 3-4 

TEL / 075-871-9711 FAX / 075-871-9713 

 

アクセス方法 

１ JR 

山陰本線・嵯峨野線 「嵯峨嵐山」駅下車 南出口すぐ 徒歩１分 

京都駅（ホーム 31～33番）から JR 嵯峨嵐山駅 まで 約 20分 

    

 ２ 京福電鉄嵐山線（嵐電）  

嵐山本線 嵐電嵯峨駅下車 徒歩３分 

 

 ３ 阪急 

   阪急嵐山駅 徒歩２０分 
 

 ４ バス  

京都駅から中央改札出てバスターミナルへ向かいます。  

・京都バスは C６番乗り場 

71,72,74番 阪急嵐山経由 バス停「野々宮」下車 徒歩７分 

81,84番   五条通り経由 バス停「嵯峨嵐山駅前」下車 徒歩３分 

 ・京都市営バスは D3乗り場 【嵐山・大覚寺行き】 

28番 バス停「野々宮」下車 徒歩７分  

※土曜日・休日は長辻通北行一方通行規制により「嵯峨小学校前南行」バ 

ス停に停まります。 

  ・身体障害者手帳をお持ちの方は、小人料金になります。 

  ・バスの利用については、紅葉シーズンで混雑・渋滞が予想されるため実行委 

員会としてはおすすめできません。また、京都駅バスターミナル及び会場周辺の 

委員会による案内はありません。ご自身で確認のうえ、ご乗車願います。 
 

 

 

 

 


