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【今月のピックアップ！】 

① 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法 

 が施行されました！ 

 

② 県で初の「医療的ケア児支援センター」を開設！ 

 

【手話カフェ】 

③ 手話カフェWEB版掲載のご案内 

 

【イベント・募集】 

④ 聴覚に障害のある方の鑑賞を字幕でサポート！ 

ピッコロ劇団ファミリー劇場 「飛んで 孫悟空」 (8/6) 

 

⑤ 令和４年度 兵庫県盲ろう者向け通訳・介助員養成講座受講

生募集中 

 

⑥ ちびっこ盲ろう者体験教室の開催 

 

⑦ 障害者アート出前講座の参加者募集 

 

【お知らせ】 

⑧ 兵庫県障害者アートギャラリー２ND ANNIVERSARY特別

展「大きな作品展」の開催(８月３日（水）から８月７日（日）まで) 

 

⑨ 「兵庫県障害者アートギャラリー」７月の催し 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

① 障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法  

 が施行されました！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

令和４年５月２５日に、「障害者による情報の取得及び利用並び

に意思疎通に係る施策の推進に関する法律」（いわゆる、障害者

情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法）が公布・施

行されました。 

この法律には、障害者による情報の取得・利用・意思疎通に関す

る施策について、基本理念、国・地方公共団体等の責務、基本事項

のほか事業者や国民の責務についても定められており、全ての国

民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格

と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目

的としています。 

 

法律の概要は内閣府の HP（下記URL）をご覧ください。 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousy

utoku.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

② 県で初の「医療的ケア児支援センター」を開設！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの

医療的ケアが日常的に必要な医療的ケア児及びその家族の様々

な相談等に総合的に対応する拠点として、兵庫県医療的ケア児支

援センターを開設しました。 

 

（１）開 設 日  令和４年６月１５日（水） 

（２）設置場所  社会福祉法人養徳会 医療型障害児入所施設 

          医療福祉センターきずな内 

（加西市若井町字猪野８３－３１） 

（３）相談時間  ９：００～１７：００（土日・祝祭日・年末年始を除く） 

（４）相 談 員  医療的ケアの支援実績のある相談支援専門員、

看護師 

https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jouhousyutoku.html


（５）連 絡 先  ＜電 話＞ ０７９０－４４－２８８６ 

          ＜ＦＡＸ＞ ０７９０－４４－２９２９ 

          ＜E-mail＞ icare@medical-kizuna.net

（６）対 象 者  医療的ケア児本人及びその家族等 

（７）業務内容 

① どこに相談すればよいか分からない状況の医療的ケア児 

の家族等からの相談をワンストップで受け止め、市町、事業

者等の関係機関と連携して対応する。 

   ・相談方法 電話、ＦＡＸ、メール、来所 等 

   ・相談内容 成長に伴うケアの手法、ケア用具の選定・管理、

保健・医療・福祉サービスの紹介 等 

② 情報の集約点として、市町、病院、学校など関係機関との

連絡調整の中核的な役割を果たす。 

③ 調整困難ケースや対応の好事例、国や県の施策等の情報 

を関係機関に提供する。 

④ 全圏域でアウトリーチによる家族交流会を開催する。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

③【手話カフェ】  手話カフェWEB版掲載のご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

令和３年２月の第１２６号から掲載を始めた「手話カフェ」ですが、

今日まで続けてこられたことに感謝しています。 

このたび、第 1回から第 13回（令和 4年 3月号）までの記事を

一つに集めて、WEB上で公開することになりました。 

メール版では載せられない写真や図を入れたり、記事に関連す

るアプリやマークの紹介をしたり、詳しく知ることができるコラム

を加えました。また、見ても楽しいようにイラストも活用しています。 

「聞こえ」についての理解の一歩につながればうれしいです。 

７月中に、兵庫県のホームページ内「ユニバーサルひょうご通信」

のページで公開しますので、ぜひご覧ください。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

④ 聴覚に障害のある方の鑑賞を字幕でサポート！ 



ピッコロ劇団ファミリー劇場 「飛んで 孫悟空」 (8/6) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ピッコロ劇団ファミリー劇場「飛んで 孫悟空」は、聞こえない方

や聞こえにくい方にも舞台を楽しんでいただけるよう、セリフや

音の情報を、舞台の両サイドに字幕で表示して上演します。ユニー

クな登場人物や色とりどりの衣裳など、視覚的にも楽しいお芝居

です。お芝居のライブ感をどうぞお楽しみください。  

 

■公演 

兵庫県立ピッコロ劇団ファミリー劇場 

「飛んで 孫悟空」 

作：別役実 演出：平井久美子 音楽：橋本剛 

 

◇ものがたり 

シルクロードをめざすツアー客の前にやって来たのは、はるか昔

天竺へ旅に出たはずのあの三蔵法師…と、そのお供たち！？ し

かし孫悟空も猪八戒も沙悟浄も、当の三蔵法師までもが全くやる

気がみえない。ツアー客に励まされてなんとか天竺への旅に出よ

うとするが、行く手をさえぎる賊や妖怪たちまで現れて…。どう

しようもない一行は、どうしようもないなりに、困難をくぐり抜け

て行こうとするのだが…。 

現代と過去が入りまじり、奇想天外な冒険の旅がはじまる！  

 

◇公演日程  202２年８月６日（土）１１時 ★字幕付き上演 

◇会場 ピッコロシアター 2階 大ホール 

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町３-17-8 

◇料金 一般2,500円、高校生以下１,500円、ｾｯﾄ券３，５００円 

※公演当日、受付や客席において手話通訳・筆談対応あり 

 

 

■お申し込み・お問合せ先 



必要事項〔①予約者氏名 ②電話番号・住所 ③連絡先（FAX・メ

ールアドレス） ④チケット種別 ⑤観劇する方全員の氏名〕を記

載し、タイトルを「鑑賞サポート」にして、下記までお申し込みくだ

さい。 

◇ピッコロ劇団 鑑賞サポート担当 （担当：古川・新倉） 

  電話 06-6426-1940  FAX06-6426-1943 

  メール:ｔｈｅａｔｅｒ@hyogo-arts.or.jp 

 

■公演詳細はこちら 

https://piccolo-theater.jp/event/12052/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑤ 令和４年度 兵庫県盲ろう者向け通訳・介助員養成講座受講

生募集 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

ひょうご盲ろう者支援センターでは、養成講座の受講者を募集

しています。盲ろう者とは、目と耳の両方に障害がある人です。養

成講座では基本的なコミュニケーション方法やガイドヘルプを学

びます。盲ろう者の支援にご興味のある方は、是非お申し込みく

ださい。 

 

◇開催日程 令和４年９月４日（日）～11月 6日（日） 全 9回 

◇場   所 ひょうご盲ろう者支援センター 

◇募集定員 40名（定員超過の場合は抽選）  

◇締   切 令和４年７月２９日（金）必着  

◇受 講 費 無料(但し資料教材費 5,000円) 

◇申込方法 下記ホームページにて詳細を確認のうえ、メール 

またはＦＡＸでお申込みください。 

 

■お問い合わせ先（詳細は下記ホームページをご覧ください）  

ひょうご盲ろう者支援センター 

TEL.078-５７９-7601 FAX.078-579-7603  

https://piccolo-theater.jp/event/12052/


（月～金 ９時～１７時まで） 

http://hyogo-db.com/ 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

⑥ ちびっこ盲ろう者体験教室の開催  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

盲ろう者との交流会を開催します。 盲ろう者は、耳も聞こえな

くて、目も見えません。 どうやって、お話しするのでしょう？  

実際に交流することで、盲ろう者のことをもっと知って下さい。  

参加の申し込みは不要です。時間内に自由にお越し下さい。  

 

■内容  

◇日時 令和４年7月31日（日）１３：００～１５：３０（受付１２：４５）  

◇場所 中山記念会館 1階 大会議室  

（神戸市兵庫区水木通２－１－９ ）  

◇入場 無料  

 

■お問い合わせ  

特定非営利活動法人兵庫県盲ろう者友の会  

神戸市兵庫区水木通２－１－９ 中山記念会館３０１  

TEL／FAX,078-579-7600 

Mail db-kobe@nifty.com 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑦ 障害者アート出前講座の参加者募集 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

ひょうご障害者芸術文化活動支援センターでは、障害者芸術に

取り組んでいる団体又は取り組もうしている団体を対象に、お悩

み相談や研修を希望する方のための出前講座を開催します。参加

ご希望の方は下記お問合せ先までご連絡ください。 

 

◇開催時期 令和４年９月中旬～12月ごろまで 

http://hyogo-db.com/
mailto:db-kobe@nifty.com


◇相 談 例 はじめてでも取り組みやすい技法を知りたい 

身体障害、重度知的障害がある方の創作支援の方法 

が知りたい 

         利用者さんたちへの声かけの方法が知りたい など  

◇講  師  特定非営利活動法人 100年福祉会片山工房  

理 事 長  新川 修平 氏 

◇締  切  令和４年８月 10日（水）  

◇申込方法 詳しい内容と申込用紙をお送りしますので、下記お

問合せ先までご連絡ください。 

 

■お問合せ 

ひょうご障害者芸術文化活動支援センター 

（兵庫県ユニバーサル推進課内） 

TEL 078-362-４０９０ FAX 078-362-9040 

Mail universal@pref.hyogo.lg.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑧ 兵庫県障害者アートギャラリー２ND ANNIVERSARY 特別

展「大きな作品展」の開催(８月３日（水）から８月７日（日）まで) 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

障害者の芸術作品を常設で展示する「兵庫県障害者アートギャ

ラリー」では、開設２周年を記念し、８月３日（水）～７日（日）まで、

兵庫県立美術館王子分館原田の森ギャラリー本館１階展示室にお

いて、２ND ANNIVERSARY特別展「大きな作品展」を開催しま

す。 

大きくてダイナミックな作品や大きいけれど繊細な作品、また

作品の素材にもぜひ注目してみてください。ご来場お待ちしてお

ります。 

   

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/hw20_000000

009.html 

 



■と き 令和４年８月３日（水）～８月７日（日） 

※最終日は 12時閉場 

■ところ 兵庫県立美術館王子分館  

原田の森ギャラリー本館１階展示室 

■お問合せ 

ひょうご障害者芸術文化活動支援センター 

（兵庫県ユニバーサル推進課内） 

TEL 078-362-４０９０ FAX 078-362-9040 

Mail universal@pref.hyogo.lg.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑨ 「兵庫県障害者アートギャラリー」７月の催し 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

神戸市灘区の県立美術館王子分館「原田の森ギャラリー」内に

ある「兵庫県障害者アートギャラリー」では、９月３０日（金）まで

「ライフスペース・プロペラ作品展」を開催しています。 

創作活動では、想いのまま表現するということを、とても大切

にしているそうです。「好き」や「おもしろい」があふれる作品の

数々をどうぞご鑑賞ください。 

 

■「ライフスペース・プロペラ作品展」  

と  き ７月１日（金）～９月３０日（金） 10時～18時まで 

※最終日は午後 12時閉場 

ところ 兵庫県立美術館王子分館 原田の森ギャラリー本館１階 

（神戸市灘区原田通 3-8-30） 

 

https://hyogo-arts.or.jp/harada/exhibition/#2438 

 

■お問合せ 

ひょうご障害者芸術文化活動支援センター 

（兵庫県ユニバーサル推進課内） 

TEL 078-362-４０９０ FAX 078-362-9040 



Mail universal@pref.hyogo.lg.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【編集・発行】 

イベント情報や、メルマガの配信希望・中止等のご連絡は以下まで 

 

兵庫県福祉部ユニバーサル推進課 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通 5丁目 10番 1号 

TEL：078(362)4379 FAX：078(362)9040 

Mail:universal@pref.hyogo.lg.jp 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 


