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【今月のピックアップ！】 

① ９月２３日は「手話言語の国際デー」です 

 

【手話カフェ】 

② 電話相談と聴覚障害者 

 

【イベント・募集】 

③ 障害のある人を対象とする職員採用試験（令和４年度）の実施 

 

④ 知的障害のある人の職業訓練（令和５年４月入校生）の募集 

 

⑤ 視覚障害者スマイルサポート講習会（１０月９日）の参加者募集 

 

⑥ MY HYOGO MOVIE 2022 を募集～あなたの兵庫を 

 世界に発信～ 

 

⑦ パラスポーツ絵画展２０２２作品募集中 

 

⑧ ひょうごユニバーサルツーリズムおもてなし研修のご案内 

 

【お知らせ】 

⑨ 「兵庫県障害者アートギャラリー」９月の催し 

 

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 
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① ９月２３日は「手話言語の国際デー」です 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  



みなさん、９月２３日といえば何の日ですか。秋分の日を思い浮か

べる人が多いかもしれませんが、「手話言語の国際デー」でもある

んです。 

２０１７年１２月に行われた国連総会で、毎年９月２３日を「手話言

語の国際デー」とすることが決まりました（９月２３日は世界ろう

連盟が設立された日です。）。まだ新しい記念日で、決議文には、

「手話は音声言語と対等である」「ろう者の人権が完全に保障され

るよう、国連加盟国が手段を講じることを促進する」と書かれて

います。 

つまり、「世界中のみんなで、手話やろう者のことを考えよう！」と

いう日です。 

 

そして、この日にあわせて「ブルーライト・チャレンジ」を実施しま

す。各国政府が、自国のろう協会と協力してろうコミュニティの人

権を実現するためのユニークなイベントです。私達と一緒に、手話

言語をブルーライト（青い光）で 照らしましょう！の提言に賛同し

兵庫県でも建造物への「ブルーライト・チャレンジ」が実施されま

す。明石海峡大橋や姫路城など、みなさんのまちや旅先などで、

ブルーのライトアップを見かけたら、「手話言語」、そして「ユニバー

サル社会」について考えるきっかけにしてください。 

 

■全国のブルーライトアップ取組状況 

https://www.jfd.or.jp/info/2022/2022idsl/2022id

sl-bluelight-locations.pdf?0804 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

② 【手話カフェ】 電話相談と聴覚障害者 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

日本での電話の歴史は約１５０年とのこと。今は私たちの生活

にしっかりと入り込んでいます。離れた場所にいても声で会話が

できる電話は耳が聞こえる人には非常に便利ですね。ところが、

声で話し、耳で聞くことが困難な人（耳が聞こえにくい人・聞こえ

ない人）にとっては、電話は全く使うことができない物です。 

https://www.jfd.or.jp/info/2022/2022idsl/2022idsl-bluelight-locations.pdf?0804
https://www.jfd.or.jp/info/2022/2022idsl/2022idsl-bluelight-locations.pdf?0804


行政サービスでも電話対応が非常に多く、特に電話相談は生

活の様々な場面で使われています。消費生活、生活困窮、コロナ

に関わる各種の相談、就労、自殺、妊娠などなど数え上げればき

りがありません。それらのほとんどの行政サービスは、聴覚障害

の人には利用できないものでした。 

電話ができない場合に備えて、FAX やメール、SNS、チャット

機能などを活用した相談も増えてきましたが、FAX やメールは時

間がかかり、短い会話でやり取りする相談とはかなり情報の量が

違います。そのうえ手話が生活言語である場合、文字でのやり取

りだけでは気持ちが伝わらないという人もいます。 

この頃はスマートフォンの普及により、映像による通話もでき

るようになってきました。映像に文字表示がつくと、相手の表情

や口形を見ながら話せるようになり、聴覚障害の人にとってはか

なり利用しやすくなります。手話の場合も手話通訳者を介して直

接話ができるようになります。 

このような ICT 技術を使って、総務省が令和３年７月１日から

開始したのが「電話リレーサービス」です。２つの電話の間にオペ

レーターが入って、手話と音声、またはチャットと音声で両者の会

話をつなぎます。今まで、電話というものに縁がなかった聴覚障

害の方に広がるには、少し時間がかかるかもしれませんが、聞こ

える人が便利に使ってきた電話を、ようやく使えるようになりま

した。 

今後も、映像や文字を活用し、聴覚障害者が聞こえる人と同じ

ように、直接相談できるような仕組みが増えることが必要です。 

 

聞こえない人には「聞こえなくて周りの人とコミュニケーション

できない」という特有の課題があり、それに関連して労働、生活、

精神、差別などの悩みを抱えている人がたくさんいます。そのこ

とを理解した上で、相談にあたれる人材も求められています。 

 

さて、お話は変わりますが、７月号で予告した「手話カフェ総集

編」を兵庫県の HP に公開しました。今までのメール配信の文章

に、写真やイラスト、ミニ知識コラム記事などを加え、見て楽しく、

兵庫県の取り組みや聴覚障害について広く知ることができる総

集編を冊子版で作りました。皆様、ご自分の大切な耳のことを思

いながら、どうぞ、読んでみてください。 



 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shuw

acafe1.html 

 

兵庫県設置手話通訳者 
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③ 障害のある人を対象とする職員採用試験（令和４年度）の実施 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

障害のある人を対象とする兵庫県職員採用選考試験について、９

月１日(木)から募集を開始しています。 

◇職種及び採用予定人員 

一般事務職、警察事務職、教育事務職、小中学校事務職 

農学職、林学職、総合土木職、建築職 

全職種合計で９名 

◇試験日程 

筆記試験 １０月２３日(日) 

筆記試験合格発表 １１月１１日(金) 

面接試験 １２月１日(木)又は２日(金)のうち指定する１日 

最終合格発表 １２月２３日(金) 

◇受験資格(対象となる障害) 

身体障害(1～４級)、精神障害、知的障害、発達障害 

※手帳の交付を受けている方または知的障害者更生相談所等 

において知的障害があると判定された方に限ります。 

※詳細は試験案内をご確認ください。 

◇受験申込受付 

【インターネット】 

９月１日(木曜日)９時～９月３０日(金曜日)17 時(受信有効) 

※スマートフォンからの申込も可能です。 

【郵送】 ９月１日(木曜日)～９月３０日(金曜日)消印有効 

 

■お問い合わせ先 

兵庫県人事委員会事務局任用課 

TEL ０７８-362-９３４９  FAX 078-362-３９３４ 

Mail jinji_ninyou@pref.hyogo.lg.jp 

 

■障害のある人を対象とする職員採用選考試験案内のページ 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shuwacafe1.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/universal/shuwacafe1.html
mailto:jinji_ninyou@pref.hyogo.lg.jp


https://web.pref.hyogo.lg.jp/ji01/pc01_00000007

3.html 
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④ 知的障害のある人の職業訓練（令和５年４月入校生）の募集 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

 県立障害者高等技術専門学院では、知的障害のある人が、社会

適応能力や基礎的な知識・技能を身につけ職業的に自立すること

をめざした訓練を行っています。令和５年度生の募集開始につい

て、ご案内します。 

◇募集内容 令和５年度 知的障害者訓練 

◇募集定員 総合実務科 １５名   

◇訓練期間 １年間（令和５年４月１２日～令和６年３月８日）予定 

◇募集期間 ９月５日（月）～１０月１４日（金） 

          ※事前の体験入校必須 

(体験入校受付は、10 月７日まで) 

◇応募方法 現住所を管轄する公共職業安定所で応募について

ご相談のうえ、必要書類をお受け取りください。 

◇その他  授業料無料（諸経費は自己負担）※各種援護制度あり 

■同専門学院総合実務科指導員からのメッセージ 

 総合実務科では、様々な科目の訓練を受講し、自分の経験値を上

げて、特性に合う職種での就職を目指しています。 

 見学も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。 

■お問い合わせ先（詳細は下記ホームページもご覧下さい） 

県立障害者高等技術専門学院 

TEL 078-927-3230   FAX 078-928-5512 

（月～金 ９時～１７時まで） 

http://www.sgi.ac.jp/boshyu.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

⑤ 視覚障害者スマイルサポート講習会（１０月９日）の参加者募集 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ji01/pc01_000000073.html
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ji01/pc01_000000073.html
http://www.sgi.ac.jp/boshyu.html


 眼の会から「視覚障害者スマイルサポート講習会」のお知らせで

す。視覚障害者の方は安全な誘導のされ方、支援者の方は安全な

誘導方法を学ぶ講習会です。 

当事者とそのご家族以外にも、医療・福祉・行政等の従事者、ボラ

ンティアや同行援護従事者など、関心を持っていただける方のご

参加をお待ちしています。 

 

■講習会 

・日時 １０月９日（日）１０時～１５時３０分（受付９時半から） 

・会場 神戸市立東部在宅障害者福祉センター２階多目的ホール 

・定員 ３０名（要申込・先着順） 

・参加費 無料 

・講師 山口規子さん（歩行訓練士）、渕上正寛さん（歩行訓練士） 

 

■注意事項 

・新型コロナウイルスの拡散状況により、中止する場合があります。 

・当日午前７時時点で、阪神地域に防風・大雨洪水警報が発令中

の場合は、中止とします。 

・アイマスクを各自ご持参ください。（視覚障害者は除く） 

・動きやすい服装で、マスクを着用のうえご参加下さい。 

・当日、検温をさせていただきます。 

・当日、熱感のある方は、参加をご遠慮下さい。 

 

■お問い合わせ・お申し込み先 

参加ご希望の方は、氏名、連絡先（携帯電話番号・メールアドレス） 

を記載のうえ、できればメールで、下記までお申込みください。 

眼の会：担当 榊原（さかきばら）さん 

ＴＥＬ／ＦＡＸ ０７８-９２１-５４８９（神戸眞鍼道治療室内） 

Ｅメール bugpw104@hi-net.zaq.ne.jp 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑥ MY HYOGO MOVIE 2022 を募集～あなたの兵庫を 

 世界に発信～ 

mailto:bugpw104@hi-net.zaq.ne.jp
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県では、兵庫県の魅力発信につながる動画を募集します。 

こんな「HYOGO」が好き！こんな「HYOGO」を知ってるよ！な

ど、皆さんが感じる「MY HYOGO」を動画にして NET を通じて

世界に発信してみませんか。 

 

審査員には、映画監督の石井岳龍氏とＴｉｋｔｏｋ（ティックトック）の

フォロワー２７０万人を持つ「ぞのさんっ」こと映像クリエーターの

前園耕平氏をお迎えします。あなたの作品が映画監督や映像クリ

エーターに選ばれるかもしれません。スマートフォンでの撮影も大

歓迎です。気軽な応募をお待ちしています。ぜひご応募ください。 

 

◇テーマ：兵庫県の魅力発信につながる動画であれば何でも OK 

◇応募期間：募集中～９月３０日(金) 

◇応募条件：動画尺５秒以上１０分以下 

◇応募方法 

①YouTube/ Instagram / Twitter/ TikTok に 

＃MYHYOGOMOVIE2022 をつけて動画を投稿 

②応募フォームに必要事項を入力のうえ送信 

◇各  賞 グランプリ 1 作品（賞金２０万円と県政に関する動画

の制作受注権・オーディエンス賞 1 作品（賞金５万円）・特別賞 1

作品（賞金５万円） 

 

■お問い合わせ 

兵庫県総務部広報広聴課 広報戦略班 

TEL 078-362-3016  FAX 078-362-３９０３ 

Mail kouhouka1@pref.hyogo.lg.jp 

 

■詳細及びお申込みはこちらから 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/myhyogomovie2022/ 

 

mailto:kouhouka1@pref.hyogo.lg.jp
https://web.pref.hyogo.lg.jp/myhyogomovie2022/
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⑦ パラスポーツ絵画展２０２２作品募集中

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

障害のある人への県民の理解を促進するため、「パラスポーツ絵

画」を募集しています。 募集期間は９月１日から来年の１月１５日

です。たくさんのご応募、お待ちしています。  

 

◇部門 幼児小学生の部／中学生の部／高校生の部／一般の部 

◇表彰 （公財）兵庫県障害者スポーツ協会長賞、神戸市長賞、 

  神戸新聞社賞、（公財）木口福祉財団理事長賞 

◇作品 サイズ（最大 A1：５９４㎜×８４１㎜）、描き方自由、個人で

も共同制作でも可 

◇募集期間 ９月１日（木）～令和５年１月１５日（日） 

◇応募方法 作品の裏に、住所、電話番号、氏名（フリガナ）、年齢

（学年）、所属、作品タイトルを記入。 

◇審査結果 令和５年２月１０日  

HP で公開 http://hyogo-ssnet.com 

 

◇表彰式 令和５年３月上旬 

 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況で郵送となる場合あり 

◇応募先 

〒６５１-２１８１神戸市西区曙町１０７０ 障害者スポーツ交流館 

TEL 078-９２７-２７２７ FAX 078-927-8022 

Mail kouryukan@hwc.or.jp 

 

■お問合せ 

（公財）兵庫県障害者スポーツ協会 

（兵庫県ユニバーサル推進課内） 

TEL 078-362-３２８０ FAX 078-362-9040 

Mail universal@pref.hyogo.lg.jp 

 

■詳細 



http://Hyogo-ssnet.com  
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⑧ ひょうごユニバーサルツーリズムおもてなし研修のご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

県では、年齢や障害の有無等に関わらず、様々な方が気兼ねなく

旅行できるユニバーサルツーリズムを推進しています。 

このたび、観光地域全体で高齢者・障害者等へのサービス対応力

を向上させるため、宿泊事業者・飲食事業者・交通事業者等を対

象とした研修が開催されます。ぜひご参加ください。 

 

◇参加費：無料（事前申込制） 

◇日時 9 月 22 日(木)9:30～16:50 

◇場所 芸術文化観光専門職大学本館棟 1-A101 教室 

(豊岡市山王町 7-52) 

◇申込期限：9 月 15 日 

◇初級編・中級編を同日開催 

 

■お問い合わせ 

兵庫県産業労働部観光局観光振興課 

TEL 078-362-3375 FAX 078-362-4275 

Mail kankoushinkou@pref.hyogo.lg.jp 

 

■詳細及びお申込みはこちらから 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr16/ut04.html 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

⑨ 「兵庫県障害者アートギャラリー」９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 開催中～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） 

 

■10 月１日（土）からは 

「太陽の郷 陽ノヒカリ展～にじいろせかい～」を開催します。 

 

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 
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【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 
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