
 

「手話言語の国際デー ブルーライトアップ」 実施要項 

 

 

１ 開催趣旨 

９月２３日の「手話言語の国際デー」及び「国際ろう者週間」にあわせ、県民の皆様や事

業者の皆様に、手話及びその習得の必要性について理解の促進を図るとともに、「青森県手

話言語条例」の趣旨や内容を広く周知するため、ブルーライトアップ及びパネル展示を実

施する。 

 

 

２ 実施日時・内容 

  （１）アスパムライトアップ 

     令和４年９月２３日（金）１７：００～２１：００ 

 

  （２）パネル展示 

     令和４年９月２２日（木）～３０日（金）青森県庁北棟１階ロビーで実施 

 

３ 主催 

  青森県 

  一般社団法人青森県ろうあ協会   

  青森県手話通訳問題研究会           

  青森県手話通訳士協会             

  青森県手話サークル連絡協議会 

   

 



 

 

 

 

毎年、9 月 23 日は「手話言語の国際

デー」です。2017 年 12 月 19 日に国

連総会で決議されました。決議文では、

手話言語が音声言語と対等であることを

認め、ろう者の人権が完全に保障される

よう国連加盟国が社会全体で手話言語

についての意識を高める手段を講じるこ

とを促進することとされています 。

 
 

＜パネル展示＞ 

〇日時：令和４年９月２２日（木） 

～ ９月３０日（金） 

８：３０～１７：１５ 

〇会場：青森県庁北棟 1 階ロビー 

      （青森市長島一丁目 1-１） 
 

主催：青森県・一般社団法人青森県ろうあ協会・青森県手話通訳士協会・ 

青森県手話通訳問題研究会・青森県手話サークル連絡協議会 

日時：

 

パネル展示では、手話言語についてや、

当事者・支援者団体の活動の様子をご紹

介します。 

皆さんもこの機会に、手話やろう文化に

触れてみませんか？ 

「手話言語の国際デー」とは… 

全日本ろうあ連盟 

特設ページ 

場所：

（青森市安方一丁目 1-40） 



 

 

「青」：右手の手のひらをほおに軽く当て、 

後ろに引く。 

「森」:目の前の高さで指先を軽く開いた両

手の甲側を前に向けて交互に上下さ

せながら左右に開く。 あ お   も り 

手話が言語であることの県民等の理解の促進や、 

手話を利用しやすい環境の整備に努めます。 

青森県 手話言語 条例 

手話で 

「青森」は？ 

手話は音声言語とは異なる言語です 

手話は、手指や体の動き、表情等により表現される、音声言語とは異なる独自の体系を

有する言語です。日本語とは異なる文法体系を持っています。 

ろう者は、聴覚障害者のうち手話を使用して日常生活又は社会生活を営む者です。 

日常生活や社会生活において、手話を使って生活しているろう者にとっては、筆談や字幕

よりも手話を使った方が分かりやすい場合があります。 

 

手話を覚えてみませんか 

おつかれさま すみません ありがとう 

右手を左手甲に軽く当て、 

拝むようにする。 

左腕を右こぶしで軽くた

たく。 

右手の親指と人差指で眉間をつ

まみ、右手で拝むようにする。 



 

 

ご参考： 手話言語の国際デー、国際ろう者週間のご案内 

手話言語の国際デー（International Day of Sign Languages） 

 

 毎年、9月23日は「手話言語の国際デー」です。2017年12月19日

に国連総会で決議されました。決議文では、手話言語が音声言語と対等

であることを認め、ろう者の人権が完全に保障されるよう国連加盟国が

社会全体で手話言語についての意識を高める手段を講じることを促進

することとされています。また、9月23日は1951年に世界ろう連盟（Ｗ

ＦＤ）が設立された日です。 

 毎年、テーマが決められており、2022年のテーマは「手話言語で団結

しよう！（「Sign Languages Unite Us!」）」です。 

 また2022年は、ＷＦＤから、世界各地で、ＷＦＤロゴの色である「世

界平和」を表す青色にライトアップするよう働きかけています。連盟と

しても全国各地で青色にライトアップするとともに、「手話言語の国際

デー」の記念イベントを実施予定です。 

  

国際ろう者週間（International Week of Deaf People） 

  

「国際ろう者週間」は、ＷＦＤの主導の下、1958 年９月にイタリアの

ローマで始まりました。ＷＦＤの最初の世界会議が開催された月を記念

して、９月の最後の1週間を「国際ろう者週間」としました。毎年、世界

中のろう者の家族、手話言語通訳者、仲間達などを含む、ろうコミュニテ

ィによるさまざまな活動が行われ、各国の政府や行政をはじめ市民に向

けたアピールに取り組むとともに、さまざまな関係者が関わっていく事

を歓迎しています。 

毎年、テーマが設けられており、2022年度は「全ての人のためにイン

クルーシブ社会を築く（“Building Inclusive Communities for All”）」

です。 

また１週間毎日異なるテーマも定められており、詳しくは全日本ろう

あ連盟のホームページを参照ください。 

 

「手話言語の国際デー・国際ろう者週間」特集ページ 

https://www.jfd.or.jp/intdoc/idsl_iwdp 

 

 

問合せ先： 一般財団法人全日本ろうあ連盟 

〒162-0801東京都新宿区山吹町130 SKビル8階 

TEL： 03-3268-8847  FAX：03-3267-3445 

E-mail: info@jfd.or.jp 

国際ろう者週間 

のロゴ（2022年） 

手話言語の国際デー 

のロゴ（2022年） 

「手話言語の国際

デー・国際ろう者

週間」特集ページ 



「世界そして⽇本を⻘⾊に︕-いのちの輝き ⼿話⾔語に光を-」 
市⺠、地域、社会をひとつにチャレンジプロジェクト 

 
趣旨︓ 
 毎年、9 ⽉ 23 ⽇は「⼿話⾔語の国際デー」です。 
 ⼿話⾔語の国際デーは、2017 年 12 ⽉ 19 ⽇に国連総会で決議されました。 決議
⽂では、⼿話⾔語が⾳声⾔語と対等であることを認め、ろう者の⼈権が完全に保障され
るよう国連加盟国が社会全体で⼿話⾔語についての意識を⾼める⼿段を講じることを
促進するとされています。 
 
 ⼿話⾔語の国際デーが制定されてから今年で５年⽬になります。今年、世界ろう連盟
は 2022 年の国際⼿話⾔語デーに合わせて、「⼿話⾔語にブルーライトを当てよう」イ
ベントを⽴ち上げました。 
 このイベントでは、2022 年 9 ⽉ 23 ⽇にすべての公共の場所、ランドマークや公共
施設、官邸、庁舎、市庁舎などを⻘⾊でライトアップするよう呼びかけています。 
 このイベントを通して、世界、市⺠、地域、社会をひとつにし、また各国の⼿話⾔語
を⽀援し、世界のろう者たちとの連帯を⽰すことを⽬的にしています。 
  
 全⽇本ろうあ連盟は、⼿話⾔語によるコミュニケーションや情報提供が保障される環
境を実現するために、70 年以上取り組んできた歴史があります。 
 2006 年に国連で採択された障害者権利条約にて「⾔語に⼿話が含まれる」ことが明
記されたことをきっかけに、2010 年より「⼿話⾔語法」制定を求めて取り組み続けて
います。 
  
 この世界ろう連盟のイベントを機に、全⽇本ろうあ連盟は「世界そして⽇本を⻘⾊
に︕-いのちの輝き ⼿話⾔語に光を-」市⺠、地域、社会をひとつにチャレンジプロジ
ェクトを⾏います。 
 ご賛同いただける⾃治体や⺠間等に、全国各地の名所や施設を９⽉ 23 ⽇に⻘⾊でラ
イトアップしてもらうことで、市⺠、地域、社会が⼀つとなって、「⼿話が⾔語である」
ことへの認知を広めていきます。 
 
 私たちろう者は、⽣活のあらゆる場⾯で⼿話⾔語を使うことが保障されることで、き
こえる⼈ときこえない⼈がともに暮らせる、⼈権と平等が守られた共⽣社会を実現する
ことができるのです。 
 
 



チャレンジプロジェクトの推進について︓ 
 きこえる⼈ときこえない⼈がともに暮らせる⼈権と平等が守られた共⽣社会の未来
を求め、近未来的なイメージがあるお台場周辺のライトアップを中⼼に、全国各地で同
時にライトアップをすることで、⼤きなインパクトを⼈々に与え、⼿話が⾔語であると
いう認識を広めていきたいと考えています。 
 当連盟の関係団体である「⼿話を広める知事の会（全都道府県知事が⼊会）」、「全国
⼿話⾔語市区⻑会（606 市区⻑、12 町村⻑が⼊会）」にも協⼒を依頼する予定です。 
 また、当連盟ホームページにも「プロジェクト公式ページ」を設置し、ご賛同いただ
ける⾃治体や⺠間等からのプロジェクト参加申請を受け付け、公表していきます。 
 
ライトアップについて︓ 
 ライトアップの⽇時や基準は以下の通りとします。 

●⽇時︓2022 年９⽉ 23 ⽇（⾦・祝） ⽇没 15 分後〜 
                  ※終了時間はその施設等の規定による 
●ライトアップ⾊︓⻘⾊（原則として#007EC4、若しくはこの⾊に近いものとする） 
●点灯間隔︓原則として常時点灯とする 
※ご賛同いただける⾃治体や⺠間等にお願いする趣旨から、ライトアップに係る費⽤等

はその⾃治体や⺠間等の負担となります 
 
賛同を⽰す周知⽅法について︓ 
 ご賛同いただき、ライトアップをされた場合、その⾃治体や⺠間等の SNS にて以下
の通り周知を⾏うことをお願いします。 
●８⽉１⽇までにライトアップを⾏う施設名称およびその写真、ライトアップの時間、
住所、アクセス等を当連盟に提供するものとします。なお、当連盟はその提供された
情報をプロジェクト公式ページに掲載し、周知を⾏います 

●ライトアップされた写真や動画は、ハッシュタグに「#IDSL」と「#BlueLight」
「⼿話⾔語に光を」をつけて、「@●●」、「@Wfdeaf」をタグ付けしてソーシャル
メディアに公開してください 

●ライトアップされた写真や動画は、終了後に当連盟にご提供ください。プロジェク
ト公式ページにて報告及び当連盟の広報媒体、書籍等に掲載することがあります 



★★ ★★　（2022／９／９現在）

都道府県 市区町名 ライトアップ（案） イベント等（予定）

北海道 さっぽろテレビ塔 道HPでライトアップの周知

釧路市 幣舞橋

青森県 青森県観光物産館「アスパム」
パネル展示
県庁来庁者ロビーにて手話言語について紹介

八戸市
八戸市総合保健センター
FLAT HACHINOHE

弘前市 弘前城天守

岩手 釜石市 釜石市民ホールTETTO

白河市 小峰城

二本松市 二本松駅前 市政便りで手話言語の国際デーを紹介

水戸市
水戸芸術館の塔
カスケード

坂東市 坂東市役所庁舎入口付近

坂東市役所　庁舎敷地入口の屋外広告等にて手話
言語の国際デー表示
写真およびメッセージをＳＮＳ（LINE・Facebook）発信
マスコミへのプレスリリース、国際ろう者週間の市役
所庁舎内モニター表示

群馬 前橋市 臨江閣（国指定重要文化財）

広報まえばし、本市HPへ掲載、Facebook
本庁舎内のデジタルサイネージへの掲載
前橋市立図書館で８月下旬～９月末まで「手話」に関
する特集コーナーを設置

久喜市 久喜総合文化会館 広報くき９月号へ掲載

深谷市 深谷市役所本庁舎

小鹿野町
小鹿野町総合センター玄関
「鳩を抱いた少女の像」

千葉 習志野市 習志野市役所

文京区 文京シビックセンター屋上三角屋根

青森

茨城

北海道

福島

埼玉



港区 新橋駅西口広場（SL広場）SL本体 港区HP、LINE、Facebook、Twitterで事前周知

日野市

日野市役所庁舎内でパネル展
内容：手話言語の国際デー、国際ろう者週間、東京
都手話言語条例、日野市の障害者差別解消推進に
関する取組の紹介

神奈川県
神奈川県庁舎
（国指定重要文化財）

国際デーのロゴ（2022年版）について、広報媒体（例：
県の広報誌、県のSNS）などに掲載

藤沢市 江の島シーキャンドル

横浜市

横浜マリンタワー
コスモクロック21
横浜ハンマーヘッド
日産スタジアム

「手話言語の国際デーイベント」、映画「咲む」の上映
会と記念トークショーを併催

川崎市 川崎マリエン

秦野市 秦野市まほろば大橋時計塔

三浦市
三浦市消防署デジタルサイネージ
うらりマルシェ

厚木市 アミューあつぎ

電子看板（デジタルサイネージ）でライトアップについ
て周知
①本厚木駅連絡所②本厚木駅北口・南口③愛甲石
田駅
④厚木市広報９月15日号⑤市ホームページ⑥あゆコ
ロちゃんのTwitter、Facebook

小田原市 小田原城

平塚市 平塚駅南口広場噴水「海の賛歌」

山梨県 山梨県庁別館南側

甲府市 藤村記念館

韮崎市 韮崎平和観音 韮崎市広報9月号にて紹介

甲斐市 赤坂台総合公園（ドラゴンパーク）

富士吉田市

富士山レーダードーム館
富士急ハイランド
・大観覧車「シャイニングフラワー」
・テンテコマイ
・リサとガスパールタウン内
「エッフェル塔」

市川三郷町 市川三郷町役場本庁舎
役場に垂れ幕設置
広報９月号「手話コーナー」の掲載
当町の掲示板「手話の広場」の掲示

東京

神奈川

山梨



新潟 燕市
市役所庁舎（一部）北東おもいやり
駐車場付近（スワロー号バス停付
近）

富山市
富山県美術館
富山県富岩運河環水公園
富山城天守閣最上部

小矢部市 クロスランドタワー

射水市 帆船海王丸(海王丸パーク)

滑川市 滑川市庁舎

（YouTube）
・手話言語国際デーやイベントの趣旨の周知
・滑川市としてやること（ライトアップやHPでの周知な
ど）
・滑川市手話言語条例について・手話講座の申込受
付について

石川県 石川門

場所：石川県教育会館
・ミニ講演会「手話言語の国際デーとは？／講演 「手
話言語の魅力とは？」
・国際手話講座
石川県立図書館にて展示コーナーを設置
ミニ展示「手話言語の国際デー～手話の本を集めて
みました！～」

金沢市 金沢駅鼓門

静岡県 富士山世界遺産センター

富士市
 富士川サービスエリア
「大観覧車 フジスカイビュー」

 広報誌とチラシで、ライトアップの周知と共に『手話
言語』についての啓発

静岡市

静岡市役所静岡庁舎あおい塔
 駿府城公園
巽櫓（たつみやぐら）
坤櫓（ひつじさるやぐら）

愛知 愛知県
県聴覚障害者協会機関紙にロゴマーク・QRコードを
掲載

三重 伊勢市 皇学館大学前大鳥居モニュメント
「手話でコミュニケーションしてみよう」
場所：イオンタウン伊勢ララパーク１階げんここるーむ

滋賀 近江八幡市 白雲館

京都府 京都府庁旧本館

亀岡市
①平和台公園平和の塔
②亀岡市運動公園前の噴水

亀岡市立図書館 中央館にて「手話言語特別コー
ナー」（手話に関する本の展示）を設置

京都市 京都市役所庁舎の塔屋

大阪府

万博記念公園 太陽の塔
大阪府咲洲庁舎
大阪府立男女共同参画・青少年セ
ンター（ドーンセンター）

イベント開催の報道提供及びイベント前後の府SNS
によるイベント開催の投稿

富山

石川

静岡

京都



大阪市 大阪市役所庁舎

東大阪市 花園ラグビー場

岸和田市 岸和田城

和泉市 和泉市役所庁舎
市広報（９月号）折込の障がい福祉課だよりで、手話
言語国際デー及びライトアップについて周知

羽曳野市
市役所別館
はびきのコロセアム
LICはびきの

藤井寺市
藤井寺市立生涯学習センター
（アイセルシュラホール）

枚方市
ニッペパーク岡東中央・平和の鐘カ
リヨン（ヒラリオン）

泉大津市 泉大津市役所庁舎
電子看板（デジタルサイネージ）にて手話言語の国際
デーを表示

富田林市 富田林市役所庁舎

兵庫県

明石海峡大橋
明石公園
阪神・淡路大震災記念　人と防災未
来センター
モザイク観覧車

姫路市 姫路城

尼崎市 尼崎城

明石市 明石市立天文科学館
ろう者と交流、ミニ手話教室開催
駅前の市民広場の大型テレビジョン「手話言語の国
際デーについて」手話動画配信

丹波篠山市
丹波篠山市役所
丹波篠山市田園音響ホール

加東市 市役所前のモニュメント

三木市 市役所正面玄関前のオブジェ 広報誌９月号に手話言語の国際デーについて掲載

西脇市 西脇市民交流施設外壁

小野市 ひまわりの丘公園

加西市 アスティア

加古川市
(１)加古川市役所庁舎
(２)加古川市総合福祉会館

朝来市 朝来市役所の電光掲示板で表示

太子町 太子町庁舎前の並木

たつの市 龍野城

大阪

兵庫



赤穂市 赤穂城

神戸市 錨山電飾神戸、神戸市役所１号館

宝塚市 宝塚市立手塚治虫記念館

奈良 大和郡山市 郡山城天守台

・図書館／手話に関する特設コーナーを設置
・DMG MORIやまと郡山城ホール／子どもから大人ま
で楽しみながら手話を学ぶ
・ろう者が案内する手話観光ガイド／手話による郡山
城址観光案内

鳥取県
鳥取駅前風紋広場
鳥取県庁

鳥取市 バード・ハット（鳥取駅前・大丸前）

倉吉市 県立倉吉未来中心

米子市

米子市公会堂
米子市文化ホール前（白鳥のモ
ニュメント）
米子駅前米ッ子合掌像
米子コンベンションセンター

境港市 河童の泉

江府町
江美城跡（江府町歴史民俗資料
館）

岡山県
県のホームページ内で、「手話言語の国際デー」が９
月23日であること、及びそれに合わせたライトアップ
が県内で行われることを紹介

新見市
ほほえみ広場にいみ（自立支援協
議会事務局）

広島 三原市 三原市役所庁舎
広報誌９月号で「手話言語の国際デー及びライトアッ
プの紹介

山口 岩国市 錦帯橋

香川 香川県
四国学院大学チャペル（善通寺市）
サンポートシンボルタワー（高松市）

高知 高知県 高知城

大牟田市 大牟田市庁舎

朝倉市 甘木公園内の噴水

佐賀 唐津市
近代図書館
旧唐津銀行
唐津城

岡山

福岡

鳥取



長崎 長崎県

稲佐山山頂電波塔（長崎市）
大村公園板敷櫓（大村市）
大村公園桜田橋（大村市）
市民交流プラザ「プラザおおむら」
（大村市）
ボートレース大村広告塔（大村市）

熊本 熊本市 熊本城天守閣

大分 竹田市 竹田市立歴史文化館
市ＨＰ、ケーブルテレビで周知
９月３日（土）～９月１４日（日）館内のスペースにて手
話言語や障がいに関連した展示会を実施

宮崎 日向市 日向市役所庁舎（北側）

沖縄 宮古島市 広報誌に手話言語の国際デーについて掲載


