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50 1 101

手話言語条例の基本的な理念は、聞こえない人たち
にとって手話が言語であり、それを普通に使って生
活できる社会の実現、聞こえる人たちとのコミュニ
ケーション、情報の取得やその利用のために必要な
手段であるとの理解。

　手話言語条例の基本的な理念は、聞
こえない人たちにとって手話が言語で
あり、それを普通に使って生活できる
社会の実現、聞こえる人たちとのコ
ミュニケーション、情報の取得やその
利用のために必要な手段であるとの理
解。

1 1

　手話言語条例の基本理念、手話の普及等にあたり、手
話が独自の言語であり、意思疎通及び情報の取得又は利
用の手段として必要な言語であることについての県民の
理解の下に推進することについて、計画策定の趣旨・背
景に記載しています。本計画は、条例で定める基本理念
にのっとり策定、実施してまいります。

P.2
第１章　計画の概要
第１節　計画策定の趣
旨・背景

56 1 101

社会の中でいつでもどこでも手話を使え会話のでき
る社会になってほしい。

　社会の中でいつでもどこでも手話を
使え会話のできる社会になってほし
い。

1 1

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。

P.3
第２節　計画が目指す
もの

191 1 101

元ＴＢＳでジャーナリストの斉藤道雄さんは、明晴
学園の理事長。
黒岩知事と同じメディア関係者。
対談をしてもらいたい。
ろう児にとって日本手話は、第一言語です。
環境さえ整えば、自然と身に付きます。
人工内耳でも補聴器でも、音を楽しむ人でも音は不
快や苦痛にしかならない人にも、手話は目で生きる
人たちにはごく自然に修得できる大切な言語です。
尊重してください。

　ろう児にとって日本手話は、第一言
語です。環境さえ整えば、自然と身に
付きます。人工内耳でも補聴器でも、
音を楽しむ人でも音は不快や苦痛にし
かならない人にも、手話は目で生きる
人たちにはごく自然に修得できる大切
な言語です。尊重してください。

1 1

　手話が独自の言語であり、ろう者とろう者以外の方が
相互にその人格と個性を尊重しあいながら共生すること
のできる地域社会の実現のために必要な言語であること
についての県民の理解の下に、手話の普及等を推進して
まいります。

P.2～3
第１章　計画の概要
第１節　計画策定の趣
旨・背景
第２節　計画が目指す
もの

市民に手話の重要性をもっと認識してもらえるよう 　市民に手話の重要性をもっと認識し 　県では、この計画を策定して広く県民からの理解をい

「神奈川県手話推進計画」に関するパブリック・コメントの意見状況
資料３－１

199 1 101

市民に手話の重要性をもっと認識してもらえるよう
に市議会で提案してほしい

　市民に手話の重要性をもっと認識し
てもらえるように市議会で提案してほ
しい

1 4

　県では、この計画を策定して広く県民からの理解をい
ただきながら普及等を推進してまいりますが、地方自治
の仕組みにおいて県が市議会に提案することができませ
んので、本計画への記載はできません。

210 1 101

神奈川県が考えている手話の定義を明らかにしてほ
しいと思います。
ニュースで見る限り、声付き手話が使われているよ
うに感じます。
(この推進計画によって、ただでさえ、弱い立場に
ある日本手話話者が隅に追いやられるようで非常に
不安を感じています)
対応手話を否定する考えはないが、改めて日本手話
話者がいることを考えてほしい。
今回のバプリックコメントを文で募集することがす
でに日本手話話者を隅に追いやっているこ
とを県はもっと重く受け止めてほしい。
改めて手話の定義について考えていただき、独自の
文法を持つ手話とは何か？関係者各位にはもっと考
えていただきたい。

　神奈川県が考えている手話の定義を
明らかにしてほしい。声付き手話を否
定する考えはないが、あらためて日本
手話話者がいることを考えてほしい。
バプリックコメントを文で募集するこ
とが日本手話話者を隅に追いやってい
ることを県はもっと重く受け止めてほ
しい。関係者各位にはもっと考えてい
ただきたい。 1 3

　手話の定義については、現に日本手話はじめ様々な手
話があることから本計画では明確な定義づけはしません
が、いただいたご意見については、今後の手話の普及等
に向けて参考とさせていただきます。また、パブリック
コメントの実施方法についても、今後の参考とさせてい
ただきます。

1
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211 1 101

もし、本当に独自の文法を持っている日本手話での
指導を考えているのなら、関係者は一度、東京都品
川区の明晴学園に見学に行ってほしい。
そこでは声付き手話ではなく、日本手話でやりとり
している様子を見ることができると思います。
最後に
「日本の手話」ということで「手話」をひとくくり
にする考えもあると思います。
ここで改めて文法上、同じ言語かどうか。
関係者にはあらゆる書籍等を読んで改めて「手話」
について考えていただきたい。
そういった面も含めて埼玉県の朝霞市の条例では
「日本手話」を明記したことはすばらしいと思いま
す。

　独自の文法を持っている日本手話で
の指導を考えているのなら、関係者は
一度、東京都品川区の明晴学園に見学
に行ってほしい。声付き手話ではな
く、日本手話でやりとりしている様子
を見ることができると思います。
　「日本の手話」でひとくくりにする
考えもあると思いますが、文法上、同
じ言語かどうか。関係者にはあらゆる
書籍等を読んで改めて「手話」につい
て考えていただきたい。埼玉県の朝霞
市の条例で「日本手話」を明記したこ
とはすばらしい。

1 3

　手話の定義については、現に日本手話はじめ様々な手
話があることから本計画では明確な定義づけはしません
が、いただいたご意見については、今後の手話の普及等
に向けて参考とさせていただきます。

404 1 101

・手話が言語であることへの理解
・手話の利点をもっと知らせる。顔と顔を見合わせ
て表情も読み取り心と心をつなぐ手の言葉であるこ
と。
・健聴者であっても今の社会は顔も目も合わせずぎ
すぎすした社会になっていないか。

　手話が言語であることを理解しても
らうため、手話の利点、顔と顔を見合
わせて表情も読み取り心と心をつなぐ
手の言葉であることをもっと知らせ
る。

1 3

　手話の普及等にあたっては、いただいたご意見を参考
にさせていただきながら、手話が独自の言語であり、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現のため
に必要な言語であることについて、広く県民に普及啓発
しながら推進してまいります。

１　全体
　手話言語条例及び手話言語法の制定を求める運動

　手話言語条例及び手話言語法の制定
を求める運動は、ろう者当事者の大き

　手話言語条例の基本理念、手話の普及等にあたり、手
話が独自の言語であり、意思疎通及び情報の取得又は利

1 1 102

は、ろう者当事者の
「いつでも、どこでも、どんな時でも、手話で何で
もできる社会になってほしい。」、
「ろうの子どもが、聞こえる子どもと同じ様に、ろ
う者の言語である手話を獲得し、手話で色々なこと
を学びながら成長し、ろう者として誇りを持って社
会に挑んでいく事が出来る様な教育環境を作ってほ
しい。」
という二つの大きな願いのもとに進められてきてい
る事を理解し、尊重していただきたい。

な願いのもとに進められてきている事
を理解し、尊重してほしい。

701 3

用の手段として必要な言語であることについての県民の
理解の下に推進することについて、計画策定の趣旨・背
景にも掲載して実施してまいります。

36 1 102

　 盲ろう者、盲ろう通訳者介助員、触手話、接近
手話などについて一般県民に周知できるように工夫
してほしい。

　 盲ろう者、盲ろう通訳者介助員、触
手話、接近手話などについて一般県民
に周知できるように工夫してほしい。

685 1

　ご意見をふまえ、この計画において「手話」は、盲ろ
う者が使用する触手話や接近手話を含むものとするこ
と、また盲ろう者のことについても知っていただけるよ
う記載しました。盲ろう者やろう者とそうでない方が相
互に人格と個性を尊重しあいながら共生することのでき
る地域社会の実現のために必要な言語であることについ
ての普及啓発とともに手話の普及等を推進してまいりま
す。

P.2
第１章　計画の概要
※部分
P.8
第４節　手話をとりま
く現状
＜盲ろう者について＞
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42 1 102

神奈川県は手話推進計画　大変喜ばしい事です。手
話の出来ない私も応援しております。
むずかしい話しは判りませんが、暮にクリーニング
屋さんで手話の会の方に出会った時、その方は健聴
であるにも関わらず、手話の判らない私に一言も音
を（声を）出さず、話かけられました。チンプンカ
ンプンでしたが、いたく感激致しました。中途失聴
の私は本当に中途半端な立場ですが、平塚市は七夕
会、平の会（手話教室）がずいぶん頑張っていられ
ます。
聞こえる人はやっぱり覚えが早いし、これはあまり
大きな声では言えませんが、ろうあ者は手話が出来
るという点において団結してるし、私共中・失者
は、やはり弱い立場ですが、少しでも歩み寄ってい
きたいです。

　中・失者も、歩み寄っていきたいで
す。

1 3

　いただいたご意見を参考とさせていただき、ろう者と
ろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重しあいな
がら共生することのできる地域社会の実現を目指し、手
話の普及等を進めてまいります。

手話は言語として認められ、神奈川として条例を可
決されたことは、県として聴覚障害者がおかれてい
る現状を把握し、手話を普及することで聴覚障害者
の現状が改善されることを目指してのものだと思い
ます。県がそのような取り組みを決断してくださっ
たことを心強く思っている一人です。
ただ、素案を読みますと、手話の普及がメインに
なっています。「普及条例」ではありますが、そも
そもは手話を第一言語として使用している聴覚障害
者の問題解決への第一歩が条例だと思います。
まず、手話を使用する聴覚障害者や聴覚障害につい

　素案は手話の普及がメインになって
います。「普及条例」ではあります
が、手話を第一言語として使用してい
る聴覚障害者の問題解決への第一歩が
条例だと思います。是非、手話を使用
している方々の理解から始まるような
計画をお願いします。聴覚障害者のお
かれている現状の改善にも言及が必要
と思います。
　手話が出来ることと手話通訳が出来
ることの違い、手話通訳者がおかれて

　ご意見をふまえ、ろう者の説明を記載しました。
　また、手話の普及と手話通訳者の養成については施策
を分けて記載しました。
　本計画は、手話言語条例に基づき定める手話の普及等
に関する計画ですので、普及推進が主な内容となってお
ります。いただいたご意見は、今後、計画を実施する際
の参考とさせていただきます。

148 1 102

まず、手話を使用する聴覚障害者や聴覚障害につい
ての理解が必要ではないかと思います。素案ではそ
のあたりが書かれていません。是非、手話を使用し
ている方々の理解から始まるような計画をお願いし
ます。
条例の目的は手話の普及に終わることなく、聴覚障
害者のおかれている現状の改善にあるので、計画の
中でもそのことにも言及が必要と思います。
手話が出来ることと手話通訳が出来ることの違い、
手話通訳者がおかれている劣悪な待遇改善等につい
てもふれていただければと思います。
この計画が実行性のあるものだけでなく、本来の目
的にたどり着くような内容を明記した形になること
を強く要望します。

ることの違い、手話通訳者がおかれて
いる劣悪な待遇改善等についてもふれ
ていただければと思います。 1 3

3
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209 1 102

神奈川県手話言語条例では、中途失聴者も、難聴者
も、含めて「ろう者」になりました。
元々あった「ろう者」という言葉は、
生まれつき聴こえない方や、言語を習得する前の幼
い頃に失聴した方を指しました。
今でも難聴者は手話が主体言語でも「わたしはろう
者ではない、難聴だ」という方がいます。
私たちはろう者も、中途失聴者も、難聴聴者、高齢
の耳の遠くなった方も「聴覚障害者」という名称を
使っていました。
このため、今回手話を主体として使う方はろう者と
定義されたことは、これまでの定義を変えることに
なっているのではと思います。
ろう者にも、中途失聴者にも、難聴者にも、また通
訳派遣をしている市町村にも、 手話通訳として働
いている者にも、今回の「ろう者」の定義を広めな
ければならないのではないかと思います。現「ろう
者」だけの支援にならないようお願いします。

手話を必要とする４級５級などの聴覚障害者(難聴
者)にも、無料手話通訳派遣を依頼できるように、
また、健聴者も気軽に手話通訳を依頼できるように
し、健聴者が発信する情報を、ろう者、聴覚障害者
の方々に自然と入るような環境になってほしいと思
います。

　神奈川県手話言語条例では、中途失
聴者も、難聴者も含めて「ろう者」に
なりました。これまでの定義を変える
ことになっているのではと思います。
ろう者にも、中途失聴者にも、難聴者
にも、また通訳派遣をしている市町村
にも、 手話通訳として働いている者に
も、今回の「ろう者」の定義を広めな
ければならないのではないかと思いま
す。現「ろう者」だけの支援にならな
いようお願いします。
　手話を必要とする聴覚障害者(難聴
者)にも無料手話通訳派遣を依頼できる
ように、また健聴者も気軽に手話通訳
を依頼できるようにし、ろう者、聴覚
障害者の方々に情報が自然と入るよう
な環境になってほしいと思います。

1 5

　神奈川県手話言語条例では、第２条で「ろう者」の定
義を定めていますが、県民生活の各場面において、基本
的な手話が使われ、基本的な対応ができるように、民間
事業者、関係機関に対して幅広く働きかけ、手話やろう
者への理解の促進を行うことについて計画に記載しまし
た。いただいたご意見については、手話の普及推進に向
けた今後の参考とさせていただきます。

281 1 102

○　社会全体に聴覚障害者の存在と理解を深めてほ
しい。神奈川県全域で手話への理解が深まれば、聴
覚障害者が暮らしやすい社会になると思う。
　・　ろう児への情報保障へのアプローチの拡充
　・　地域で子育てできる環境の整備
　・　手話の普及は、長期（10年20年）で整備した
らよいと思う。

　社会全体に聴覚障害者の存在と理解
を深めてほしい。神奈川県全域で手話
への理解が深まれば、聴覚障害者が暮
らしやすい社会になると思う。
　ろう児への情報保障へのアプローチ
の拡充、地域で子育てできる環境の整
備、手話の普及は、長期（10年20年）
で整備したらよいと思う。

1 3

　手話の普及等にあたっては、ろう者に対する理解促進
も大切ですので、いただいたご意見を参考にさせていた
だきながら、推進してまいります。

303 1 102

○　聴覚障害はみな同じではないという説明を加え
てほしい。筆談をすればわかる人ばかりではない。

　聴覚障害はみな同じではないという
説明を加えてほしい。筆談をすればわ
かる人ばかりではない。

1 1

　ご意見をふまえ、ろう者についての説明を加筆しまし
た。
また、計画の実施にあたっては、手話が独自の言語であ
り、ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を
尊重しあいながら共生することのできる地域社会の実現
のために必要な言語であることについての普及啓発とと
もに手話の普及等を推進してまいります。

P.4
第４節　手話をとりま
く現状
P.11
第２章施策の展開
１　手話の普及[課題]

320 1 102

○　神奈川県手話推進計画素案に対する意見の他に
伝えたいことがある。
○　ろうあ者のことを健聴者にもっと知ってほし
い。
○　ろう文化を多くの人が知る必要がある。

　ろうあ者のことを健聴者にもっと
知ってほしい。ろう文化を多くの人が
知る必要がある。

1 1

　ご意見をふまえ、ろう者についての説明を加筆しまし
た。
また、計画の実施にあたっては、手話が独自の言語であ
り、ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を
尊重しあいながら共生することのできる地域社会の実現
のために必要な言語であることについての普及啓発とと
もに手話の普及等を推進してまいります。

P.4
第４節　手話をとりま
く現状
P.11
第２章施策の展開
１　手話の普及[課題]

4
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408 1 102

◎聴覚障害者は何に困っているかはっきりさせる。
・周りの人に気づいてもらえない
・放送や呼び出しに気づかない
・周囲の状況を判断できない
・コミュニケーションが難しい
◎ろう者が自身を持って堂々と手話を使える社会
◎その手話を一般化する

　聴覚障害者は何に困っているかはっ
きりさせる。周りの人に気づいてもら
えない、放送や呼び出しに気づかな
い、周囲の状況を判断できない、コ
ミュニケーションが難しい
　ろう者が自身を持って堂々と手話を
使える社会。
　その手話を一般化する。

1 1

　ご意見をふまえ、ろう者についての説明を加筆しまし
た。
　また計画の実施にあたっては、手話が独自の言語であ
り、ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を
尊重しあいながら共生することのできる地域社会の実現
のために必要な言語であることについての普及啓発とと
もに手話の普及等を推進してまいります。

P.4
第４節　手話をとりま
く現状
P.11
第２章施策の展開
１　手話の普及[課題]

105 1 103

(1)条例は「５年を経過するごとに・・・必要な措
置を講ずるものとする」とありますが、計画は1年
遅れでスタートし、やはり5年間となっています。
計画実行後の評価はどのように
次の条例改正に反映されるのでしょうか？反映しづ
らいのであれば、計画期間を5年にこだわらず、4年
もしくは更に短期間としたほうがよいと思います。

　計画期間を５年にこだわらず、４年
もしくは更に短期間としたほうがよ
い。

1 3

　手話言語条例は、施行の日から起算して５年を経過す
るごとに施行の状況について検討し、その結果に基づい
て必要な措置を講ずることとしていますので、条例に基
づき定める本計画の計画期間を５年としています。

114 1 103

② 計画期間は５年では短すぎる。特に手話の普及
など、むしろ時間をかけてしっかり進めるべきで、
判で押したように５年と決め付けるのではなく、１
０年計画としても良いのではないか。

　計画期間は５年では短すぎる。１０
年計画としても良いのでは。

1 3

　手話言語条例は、施行の日から起算して５年を経過す
るごとに施行の状況について検討し、その結果に基づい
て必要な措置を講ずることとしていますので、条例に基
づき定める本計画の計画期間を５年としています。

第1章第1節の※で「ろう者とは手話を言語とし～」
とありますが、ろう者とは耳の聞こえない人の事
で、手話を使えるろう者は20％ほどのはずですよ。
手話は文化的な価値の高い大変豊かな言語で、それ

　日本手話という表記が全くない。手
話講師は手話教授法の研修を受けた
者、研修を受けたろう者とすべき。ろ
う者が豊かな日本手話を文化として教

　手話の定義については、現に日本手話はじめ様々な手
話があることから本計画では明確な定義づけはしません
が、いただいたご意見については、今後の手話の普及等
に向けて参考とさせていただきます。

43 1 105

手話は文化的な価値の高い大変豊かな言語で、それ
は日本語に対応した日本語対応手話ではなく昔から
ろう者が使用している日本手話です。日本手話とい
う表記が全くないのはどうしたことでしょう。
それと手話の講師は手話教授法の研修を受けた者は
当然ですが研修を受けたろう者とすべきだ
と思います。ろう学校の授業にも独立した手話の時
間を設け、ろう者が豊かな日本手話を文化として教
え伝えて行くべきだと思います。
手話記念日は相当感覚がずれてますよ。違うなぁ～
という感じです。

う者が豊かな日本手話を文化として教
え伝えて行くべきだと思う。

1 5

に向けて参考とさせていただきます。
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106 1 105

(2)目標値についても県民の意見を聞くべきだと思
いますので、今後目標値加筆後に再度パブリックコ
メントを募集してください。
尚、目標値を設定する場合、当然現状も掲載される
ものと思われます。素案に示されている「施策の展
開」を拝見すると、最低でも以下は示されるべきだ
と思います。
・県内市町村で行われている手話講習会の回数
・現在 挨拶程度の手話ができる人の割合
・小中学校、高等学校で行われている手話の学習時
間、教材
・手話講習を受けたことがある教員の割合または挨
拶程度手話ができる教員の割合
・県及び市町村窓口での手話通訳者設置状況
・県内市町村の手話通訳者養成状況
・救急・消防・警察における手話通訳者派遣体制
・必要な手話通訳者数の試算
もし、すぐに把握できない場合は、計画の中に「現
状を調査し把握する」という項目も必要です。

　目標値についても県民の意見を聞く
べきだと思う。計画の中に「現状を調
査し把握する」という項目も必要で
す。

1 3

　このたびの計画策定にあたり、パブリックコメントを
再度実施する予定はありません。なお、いただいたご意
見をふまえ、現状の数値について記載いたしましたが、
ご意見については、今後の参考とさせていただきます。

125 1 105

・この条例が、聴覚障害者が利益を得るためのもの
ではなく、聴こえる人と平等になるためのものであ
ることを明記し、理解促進に努めてほしい。切なる
願いです。

　この条例が、聴覚障害者が利益を得
るためのものではなく、聴こえる人と
平等になるためのものであることを明
記し、理解促進に努めてほしい。

1 5

　条例に記載している文言について、今回のパブリック
コメントにより修正することはできません。いただいた
ご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせていた
だきます。

施策を実現する、具体的な数値目標を挙げずに、パ 　たんに形式的な施策展開でなく、よ 　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普

127 1 105

施策を実現する、具体的な数値目標を挙げずに、パ
ブリックコメントを求められても、県の本気さがわ
からない。たんに形式的な施策展開でなく、より具
体的な推進計画にすべきである。

　たんに形式的な施策展開でなく、よ
り具体的な推進計画にすべき。

1 3

　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普
及等に関する基本的な方向性を定めたものです。いただ
いたご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせて
いただきます。

170 1 105

施策９
▼目標策定にあたっての実態把握の必要性について
　素案に記載されている内容は、従来の事業で実施
されている内容であって、具体的な目標の明示がな
いと現状と何も変わりません。今後、具体的な数値
を表明されるかと思いますが、具体的な目標を定め
るため、まずは、現在の手話通訳者、要約筆記者、
盲ろう通訳介助員の実態の把握が必要です。

　具体的な目標の明示がないと何も変
わりません。現在の手話通訳者、要約
筆記者、盲ろう通訳介助員の実態の把
握が必要です。

1 3

　手話通訳者等の実態の把握の必要性については、認識
しており、引き続き、把握に努めてまいります。
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171 1 105

▼「神奈川県障害福祉計画」との関連について
　『「神奈川県障害福祉計画」に基づき』とありま
すが、計画の期間自体が異なります。
　手話言語条例及び手話推進計画で検討されている
施策は、従来の「市町村の地域生活支援事
業にある意思疎通支援事業」の範囲にとどまりませ
ん。
　従来の計画に加えて、手話推進計画で定めた施策
を実施するのにふさわしい目標値を設定す
る必要があります。

　「神奈川県障害福祉計画」とは計画
期間も異なり、手話言語条例及び計画
で検討される施策は「市町村地域生活
支援事業にある意思疎通支援事業」の
範囲にとどまりません。手話推進計画
で定めた施策を実施するのにふさわし
い目標値を設定する必要があります。

1 3

　神奈川県障害福祉計画は障害者総合支援法に基づき、
具体的なサービス供給量を示す法定計画であり、手話言
語条例の考え方に基づいて手話の普及等に関する基本的
な方向性を定める手話推進計画とは趣旨が異なります。
いただいたご意見は、今後の計画の実施にあたり参考と
させていただきます。

202 1 105

神奈川県手話推進計画　素案(H27.11.10)の問題点
Ｐ２　計画期間について
　　計画機関が５年間ということは、５年間でこの
推進計画案を完了するという意味でしょうか？
　　もとよりそのようには考えておられないでしょ
うが、本来計画立案というのは、計画の目標を具体
的に示しこれを達成するための行程を「案」として
提示するのでなければ、達成できなかった場合の協
議会の責任が不明確になってしまいます。
　協議会が責任をもって計画を立案したかどうかは
具体的な達成目標があるか否かで判断できるでしょ
う。
＜私案＞例えば、長・中・短期目標を定め、短期目
標には具体的数値目標を明記する。
H28.4～H33.3短

　計画期間が５年間ということは、５
年間でこの推進計画案を完了するとい
う意味でしょうか。本来、計画立案と
いうのは、計画の目標を具体的に示し
これを達成するための行程を「案」と
して提示するのでなければ、達成でき
なかった場合の協議会の責任が不明確
になってしまいます。具体的な達成目
標があるか否かで判断できるでしょ
う。
　例えば、長・中・短期目標を定め、
短期目標には具体的数値目標を明記す
る。
　　H28.4～H33.3短、H28.4～H38.3
中、H28.4～H43.3長

1 5

　手話言語条例は、施行の日から起算して５年を経過す
るごとに施行の状況について検討し、その結果に基づい
て必要な措置を講ずることとしていますので、条例に基
づき定める本計画の計画期間を５年としています。
　５年間で計画が完了するということではありません。

H28.4～H33.3短
H28.4～H38.3中
H28.4～H43.3長

中、H28.4～H43.3長

207 1 105

・素案の中に数値目標を提案してください。 　素案の中に数値目標を提案してくだ
さい。

1 3

　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普
及等に関する基本的な方向性を定めたものです。いただ
いたご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせて
いただきます。

245 1 105

事業者の役割ももう少し具体的な数字を入れて示し
た方が良い。

　事業者の役割ももう少し具体的な数
字を入れて示した方が良い。

1 3

県民生活の各場面において、基本的な手話が使われ、基
本的な対応ができるように、民間事業者、関係機関に対
して幅広く働きかけ、手話やろう者への理解の促進を行
うことについて計画に記載しましたが、いただいたご意
見については、具体的な取組みに向けた今後の参考とさ
せていただきます。

279 1 105

○　漠然とした素案でわかりにくい。 　漠然とした素案でわかりにくい。

1 5

　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普
及等に関する基本的な方向性を定めたものです。今後、
わかりやすい手話の普及等の推進に努めてまいります。

288 1 105

○　神奈川県手話推進計画（素案）に同意します。 　神奈川県手話推進計画（素案）に同
意します。 1 5

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。
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356 1 105

○　神奈川県手話推進計画（素案）は手話の主体で
あるべきろう者への理解、ろう者の視点にかけた表
面的な内容であることが残念でならない。
○　手話を普及することは、ろう者への理解を普及
すること。意見の詳細は別途文書を郵送しておりま
すので真剣にお読みいただきご検討ください。
○　手話を母語とするろう者にとって、日本語で表
現され、論議され、説明されることを理解し、さら
に自ら意見を述べることは、健聴の日本人と比較し
て大きなハンデがあります。
○　手話が言語であることを正しく理解した、他に
範となる推進計画ができることを強く望みます。

　手話の主体であるべきろう者への理
解、ろう者の視点にかけた表面的な内
容であることが残念。手話を普及する
ことは、ろう者への理解を普及するこ
と。手話を母語とするろう者にとっ
て、日本語で表現され、論議され、説
明されることを理解し、さらに自ら意
見を述べることは、健聴の日本人と比
較して大きなハンデがあります。手話
が言語であることを正しく理解した、
他に範となる推進計画ができることを
強く望みます。

1 5

　ご意見をふまえ、手話の説明を記載しました。
　手話が独自の言語であり、ろう者とろう者以外の方が
相互にその人格と個性を尊重しあいながら共生すること
のできる地域社会の実現のために必要な言語であること
についての普及啓発とともに手話の普及等を推進してま
いります。

384 1 105

盲ろう者の数を具体的に記載していただきたい。市
町村に対して手話研修等を推進することを明記して
ほしい。

　盲ろう者の数を具体的に記載してい
ただきたい。市町村に対して手話研修
等を推進することを明記してほしい。

1 3

　盲ろう者の数について計画に記載します。なお、県民
生活の各場面において、基本的な手話が使われ、基本的
な対応ができるように、民間事業者、関係機関に対して
幅広く働きかけ、手話やろう者への理解の促進を行うこ
とについて計画に記載しました。いただいたご意見につ
いては、具体的な取組みに向けた今後の参考とさせてい
ただきます。

387 1 105

盲ろう者通訳介助員の人数を計画に記載してほし
い。

　盲ろう者通訳介助員の人数を計画に
記載してほしい。

1 1

　盲ろう者通訳介助員の人数について計画に記載しま
す。

P.8
第４節　手話をとりま
く現状
６　神奈川県の盲ろう
者通訳・介助員

年次計画をきちんと立てないと手話マスコットが古 　年次計画をきちんと立てないと手話 　ご意見をふまえ、各施策ごとに目標を記載しました。

407 1 105

年次計画をきちんと立てないと手話マスコットが古
くなるだけで手話は普及しない。５年はすぐに過ぎ
てしまいます。

　年次計画をきちんと立てないと手話
マスコットが古くなるだけで手話は普
及しない。５年はすぐに過ぎてしまい
ます。 1 5

　ご意見をふまえ、各施策ごとに目標を記載しました。

421 1 105

手話言語条例の文章に盲ろう者の手話を付け加えて
いただきたい。
自分の父と母は手話ができず、両親とコミュニケー
ションが取れなくて、お互い寂しい。施策を推進す
る際に盲ろう者のことも考慮してほしい。

手話言語条例の文章に盲ろう者の手話
を付け加えてほしい。施策を推進する
際に盲ろう者のことも考慮してほし
い。 1 5

　条例に記載している文言について、今回のパブリック
コメントにより修正することはできませんが、盲ろう者
のことについて知っていただけるよう、計画に追記いた
しました。いただいたご意見は、今後の計画の実施にあ
たり参考とさせていただきます。

38 1 106

　 政令指定都市である横浜市、川崎市、相模原市
を含む県内市町村全てにおいて、神奈川県手話推進
計画に従って施策することを約束し、明記してほし
い。

　 政令指定都市である横浜市、川崎
市、相模原市を含む県内市町村全てに
おいて、神奈川県手話推進計画に従っ
て施策することを約束し、明記してほ
しい。

446 4

　県では、市町村との連携等に努めてまいりますが、政
令・中核市を含む全市町村に義務を課すことは困難で
す。
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89 1 106

[条例を定める]ことは容易ではないことは分かる。
　しかしすでに、平成26年12月26日に条例は成立、27年４月
に施行して
　のんびり構えて、意見を聞いて…等といっている場合では
ないと思う。
　平成18年に国連で、手話が言語であると採択している。５
年も10年もかけている問題ではないでしょう。。
　聾唖者に正式な教育をしてないこと自体、恥ずべきことと
思わないのかといいたい。条例作成に関わった人たちがご苦
労されたのは良く理解します。去年習い始めた時に５年かか
る…と言われました。そうだろうな…と思ったことでした。
しかしそれは元気づける励ましの言葉と受け止めていまし
た。
仮にそうだとしても、「…こうすれば少しは短縮できるから
やってみたら…」と言うような心構え、コツを言ってくれる
方はなかった。未だに無我夢中に過ごしているが、勉強に王
道は無いのも真理だ。皆がそう思っているならば尚のこと、
教え方についても一考の余地があるに違いない。さっき挙げ
たようなやり方、
●２人講師（一人は健常者で障害者の補佐役）制で、必ず予
習して来るように厳しい原則にする。早く資格者を増やすに
は仕方がない。
◎聾唖者教育の学校は困難でも、なるべく親子一緒に手話を
教える（義務制？で）専門教師を一日も早く養成する。応急
措置としては現在の有資格教師に、手話資格者を抱き合わせ
て、別に手当を付ける。
◎一方目下のグループに手伝い？で来てくれている障害者
を、優遇出来るように行政の方から補助金出す。
◎とにかく５年以内に一つの形を作ると決めて、それだけの
予算を組まないとダメです。肝心なことに金を惜しんで格好
だけ付けるならやめたらいい。

　平成26年12月26日に条例は成立、27
年４月に施行して、のんびり構えて意
見を聞いて…等といっている場合では
ないと思う。とにかく５年以内に一つ
の形を作ると決めて、それだけの予算
を組まないとダメです。肝心なことに
金を惜しんで格好だけ付けるならやめ
たらいい。

1 4

　手話の普及等に向けて必要な予算の確保に努めてまい
りますが、県の予算については、制度上、単年度原則と
されていることから、計画に反映することはできませ
ん。

だけ付けるならやめたらいい。

128 1 106

全体として，５か年のうち，いつ，どの事業に取り
組むのか，どの事業を優先的に取り組んでいくのか
が分からない。各施策において，具体的に年度を表
記すべきと考える。

　全体として、いつどの事業に取り組
むのか、どの事業を優先的に取り組ん
でいくのかが分からない。具体的に年
度を表記すべき。

1 3

　ご意見をふまえ、各施策ごとに目標を記載しました。
具体的な表記についての記載はできませんでしたが、ご
意見については、今後の参考とします。

241 1 106

5年後のフォローと対策 　５年後のフォローと対策

1 5

　手話言語条例は、施行の日から起算して５年を経過す
るごとに施行の状況について検討し、その結果に基づい
て必要な措置を講ずることとしていますので、本計画の
５年後のフォローと対策については、この条例見直し結
果も反映しながら実施します。

319 1 106

○　条例は努力義務となっているが、公共機関等で
通訳をお願いされたら断れないような厳しい決まり
があるとよい。

　条例は努力義務となっているが、公
共機関等で通訳をお願いされたら断れ
ないような厳しい決まりがあるとよ
い。 1 4

　条例では事業者の役割について努力するよう定めてい
ますが、本計画で義務を課す等の厳しい決まりを定める
ことは困難です。
　なお、いただいたご意見については、今後、各事業者
による取組みに期待したいと考えます。

9
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348 1 106

○　ろう者がいつでも手話で社会生活が送れるよう
に、手話の普及を推進してほしい。

　ろう者がいつでも手話で社会生活が
送れるように、手話の普及を推進して
ほしい。 1 1

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。

P.3
第２節　計画が目指す
もの

369 1 106

手話言語条例を普及していただきたい。 　手話言語条例を普及していただきた
い。

1 1

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。

P.3
第２節　計画が目指す
もの

401 1 106

②「取り組みます」「努めます」とありますが、実
際にろう者がそのように行われていると感じられな
いときは、意見を伝えられる場所をつくって、一緒
に改善点を見つけてほしい。ろう者にとって役に
立っていなければ、何の意味もなくなってしまいま
す。

　「取り組みます」「努めます」とあ
りますが、実際にろう者がそのように
行われていると感じられないときは、
意見を伝えられる場所をつくって一緒
に改善点を見つけてほしい。ろう者に
とって役に立っていなければ、何の意
味もなくなってしまいます。

1 3

　本計画の進行管理等を行うにあたって有識者や当事者
団体等からご意見をいただくため、神奈川県手話言語普
及推進協議会を設置しています。あらたな組織を設置す
る予定はありませんが、いただいたご意見については今
後の参考とさせていただきます。

409 1 106

施策の４の学習教材の作成を一番にやる 　施策４の学習教材の作成を一番にや
る

1 3

　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普
及等に関する基本的な方向性を定めたものです。いただ
いたご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせて
いただきます。

410 1 106

施策　５　教員向けだけでなくろう者も指導者とな
れるよう学習する場が必要

　施策５　教員向けだけでなくろう者
も指導者となれるよう学習する場が必
要 1 3

　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普
及等に関する基本的な方向性を定めたものです。いただ
いたご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせて
いただきます。

410 1 106 1 3
いただきます。

411 1 106

施策　６（４）の教材だけでよい。やさしいもの系
統的に一般化すればやれる人が増える。やれる相手
がなければ普及しない。

　施策６　（４）の教材だけでよい。
やさしいもの系統的に一般化すればや
れる人が増える。やれる相手がなけれ
ば普及しない。

1 3

　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普
及等に関する基本的な方向性を定めたものです。いただ
いたご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせて
いただきます。

412 1 106

１年目　教材づくり
２年目　学校４年生から
３年目　社会一般店等も義務付ける
４年目　通訳者
５年目　歴史的な手話言語まとめ

１年目　教材づくり
２年目　学校４年生から
３年目　社会一般店等も義務付ける
４年目　通訳者
５年目　歴史的な手話言語まとめ

1 3

　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普
及等に関する基本的な方向性を定めたものです。いただ
いたご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせて
いただきます。

10
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156 1 108

▼県と市町村の登録制度の実態について
　手話通訳派遣を含む地域生活支援事業は、2006年
の障害者自立支援法によって、市町村の必須事業と
なりました。しかし、制度の実施形態は、市町村に
よりまちまちであり、県内の全ての市町村で、自前
の登録制度を設けて運用しているわけではありませ
ん。
　また、「盲ろう者向け通訳・介助員の派遣や複数
市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研
修、講演、講義等や専門性の高い分野など市町村が
派遣できない場合などにおける手話通訳者及び要約
筆記者の派遣」は、県の必須事業となっており、県
にも登録制度があります。
　通訳者の人数だけでなく、県、市町村それぞれの
制度の実態、通訳者の実態について記載が必要で
す。

　手話通訳派遣を含む地域生活支援事
業は障害者総合支援法の市町村必須事
業ですが、実施形態はまちまちであ
り、全ての市町村が自前の登録制度を
設けて運用しているわけではありませ
ん。また、盲ろう者向け通訳・介助員
の派遣等は県の必須事業となってお
り、県にも登録制度があります。
　通訳者の人数だけでなく、県、市町
村それぞれの制度の実態、通訳者の実
態について記載が必要です。

1 5

　障害者総合支援法に基づき策定する障害福祉計画で掲
げた数値等、現在、県で把握できる内容については本計
画に記載します。なお、あらたに調査等が必要な内容に
ついては、国社会保障審議会 障害者部会報告書「障害
者総合支援法施行３年後の見直しについて平成27年12月
14日）」で、「各自治体において意思疎通支援事業の現
状（利用者数、利用回数・時間等）に関する調査を行
い、その結果を踏まえ、合理的配慮の進捗状況に留意し
つつ、必要な意思疎通支援者を計画的に養成するととも
に、提供すべきサービス量の目標を設定すべき」とされ
ており、この報告書に基づく取扱い等について、今後、
国において明らかにするものと思われます。

157 1 108

▼手話通訳者の人数について
　手話通訳者の人数は、各市町村の登録等人数の合
算となっていますが、登録制度を採用していない自
治体の通訳者数はどのように計上しているのでしょ
うか。登録制度を採用している市
町村でも、近隣の自治体との重複登録を行うことで
必要な通訳者数を確保しているのが実態であり課題
です。延べ人数の多寡によって、登録通訳者の過不

　手話通訳者の人数について、登録制
度を採用している市町村でも、近隣の
自治体との重複登録を行うことで必要
な通訳者数を確保しているのが実態で
あり、課題です。延べ人数の多寡に
よって、登録通訳者の過不足の実態を
明らかにすることはできません。

1 5

　障害者総合支援法に基づき策定する障害福祉計画で掲
げた数値等、現在、県で把握できる内容については本計
画に記載します。なお、あらたに調査等が必要な内容に
ついては、国社会保障審議会 障害者部会報告書「障害
者総合支援法施行３年後の見直しについて平成27年12月
14日）」で、「各自治体において意思疎通支援事業の現
状（利用者数、利用回数・時間等）に関する調査を行
い、その結果を踏まえ、合理的配慮の進捗状況に留意し157 1 108 です。延べ人数の多寡によって、登録通訳者の過不

足の実態を明らかにすることはできません。この数
字によって、どのような現状を示しているのでしょ
うか。

1 5 い、その結果を踏まえ、合理的配慮の進捗状況に留意し
つつ、必要な意思疎通支援者を計画的に養成するととも
に、提供すべきサービス量の目標を設定すべき」とされ
ており、この報告書に基づく取扱い等について、今後、
国において明らかにするものと思われますので、今回の
計画策定では記載しません。
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158 1 108

▼手話通訳者の現状に関する記載について
　市町村間の格差が大きい現状を鑑みるとそれぞれ
の市町村の派遣制度がどのような資格による認定基
準を持っているか、どのような処遇によって実施さ
れているかなど、実態を明らかにする必要がありま
す。
　手話通訳制度は、全国的にも地域間格差が大きい
ため、今後の計画における目標を明確にするために
は、全国共通の基準で実態を明らかにすることが必
要です。厚生労働大臣認定の手話通訳技能認定試験
（手話通訳士）や、神奈川県が県登録の認定試験の
一部として採用している全国手話統一試験の合格者
数を記載できませんでしょうか。

　手話通訳者の現状に関する記載につ
いて、市町村間の格差が大きい現状を
鑑み、実態を明らかにする必要があり
ます。手話通訳制度は、全国的にも地
域間格差が大きいため、全国共通の基
準で実態を明らかにすることが必要で
す。厚生労働大臣認定の手話通訳技能
認定試験（手話通訳士）や、神奈川県
が県登録の認定試験の一部として採用
している全国手話統一試験の合格者数
を記載できませんでしょうか。

1 4

　障害者総合支援法に基づき策定する障害福祉計画で掲
げた数値等、現在、県で把握できる内容については本計
画に記載しますが、厚生労働大臣認定の手話通訳技能認
定試験については県に数値データがないため記載できま
せん。なお、あらたに調査等が必要な内容については、
国社会保障審議会 障害者部会報告書「障害者総合支援
法施行３年後の見直しについて平成27年12月14日）」
で、「各自治体において意思疎通支援事業の現状（利用
者数、利用回数・時間等）に関する調査を行い、その結
果を踏まえ、合理的配慮の進捗状況に留意しつつ、必要
な意思疎通支援者を計画的に養成するとともに、提供す
べきサービス量の目標を設定すべき」とされており、こ
の報告書に基づく取扱い等について、今後、国において
明らかにするものと思われます。

172 1 108

▼目標として設定すべき値について
　「神奈川県障害福祉計画」には、平成２７～２９
年度までの手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け
通訳・介助員のそれぞれの「養成見込者数」のみが
設定されています。実際の制度は、養成するだけで
は実施できず、認定、派遣・設置までを含めて、初
めて成立するものです。手話推進計画の目標では、
養成する人数だけでなく、登録手話通訳者数、設置
通訳者数、手話通訳者派遣件数などを数値化して明

　手話推進計画の目標では、養成する
人数だけでなく、登録手話通訳者数、
設置通訳者数、手話通訳者派遣件数な
どを数値化して明記してください。

1 4

　登録手話通訳者数等いただいたご意見の数値化につい
ては、障害者総合支援法に基づく市町村地域生活支援事
業である意思疎通支援にかかる内容であり、法により市
町村が地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施す
ることとされていますので、本計画で明記することはで
きません。

172 1 108 通訳者数、手話通訳者派遣件数などを数値化して明
記してください。鳥取県手話施策推進計画では、平
成３５年の目標値として、登録手話通訳者数は平成
２４年の２倍、手話通訳者設置事業人役は３倍、手
話通訳者派遣件数（団体派遣）は３倍とされていま
す。

1 4

72 1 109

県が実施するパブコメは必ず案を手話動画で公表
し、手話での意見の受付を行うこと。

　県が実施するパブコメは必ず案を手
話動画で公表し、手話での意見の受付
を行うこと。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付など、今後に向けた参考とさせていただきます。

12



意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

76 1 109

「手話が言語である」ことに基づいて作られる「神
奈川県手話言語条例」に関わることである以上、手
話推進計画（素案）が手話で公表され、手話で意見
が述べられることは当たり前の事なのだろうと思い
ます。でも、現状から言えば、神奈川県の取り組み
は先進的であり、神奈川県民として誇らしい思いで
す。先日のＮＨＫ手話ニュースでも取り上げられ、
全国的に注目を集めているところです。これが特別
な事ではなく、当たり前の事として、自分たちの第
一言語である手話で意見を述べ、社会に参加できる
神奈川県であって欲しいと思います。そのために
も、推進計画には「手話による意見の募集、応募」
を明記してください。

　推進計画には「手話による意見の募
集、応募」を明記してください。

1 3

　パブリックコメントについてはかながわ県民意見反映
手続要綱に基づき実施していますので、本計画に明記は
いたしませんが、いただいたご意見は、今後の参考とさ
せていただきます。

133 1 109

この条例には手話による素案説明がありましたが、
手話で意見を提出できないことに疑問を感じます。
パブリックコメントを今後求めるの際は、文章が苦
手な方もいますので、手話による意見も認めるべき
だと考えます。

　手話で意見を提出できないことに疑
問を感じます。文章が苦手な方もいま
すので、手話による意見も認めるべき
だと考えます。 1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付など今後に向けた参考とさせていただきます。

134 1 109

手話を言語とする聴覚障害者がパブリックコメント
に対していつでも手話で意見を言えるようにしてほ
しい。

　手話を言語とする聴覚障害者がパブ
リックコメントに対していつでも手話
で意見を言えるようにしてほしい。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付など今後に向けた参考とさせていただきます。

142 1 109

手話は、言語。言語だから手話で受けたものは手話
で答えてください。
この条例がたくさんの聴覚障害者にとって、誇りを
持って生きる力になるよう是非血の通った条例であ
ることを望みます。
健聴者優先の社会の中でずっと待ち望んでいた聴覚
障害者に、手話で生活ができるように、要望を入れ
て条例を作成してください。

　手話は、言語。言語だから手話で受
けたものは手話で答えてください。た
くさんの聴覚障害者にとって、誇りを
持って生きる力になるよう是非血の
通った条例であることを望みます。 1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など今後に向けた参考とさせていただきま
す。
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は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

144 1 109

第2章施策の展開
3手話を使用しやすい環境の整備
(1)手話を使用する機会の充実
施策7日常生活において手話を使用できる機会の充
実に努めます。
とあります。さまざまな場面での情報提供が、音声
日本語や文字情報に限定されないという意味と受け
止めています。
まずは今回のパブリックコメントの公表にその理念
を生かしていただくようお願いします。手話動画に
よるパブリックコメントを受け付けていただいたの
は、その第一歩として評価されるものと思っていま
す。手話で受け付けたものですから、その結果公表
手段としても手話を含めていただけるものと期待し
ています。

　さまざまな場面での情報提供が、音
声日本語や文字情報に限定されないと
いう意味と受け止めています。まずは
今回のパブリックコメントの公表にそ
の理念を生かしていただくよう、結果
公表手段としても手話を含めていただ
けるものと期待しています。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

149 1 109

■神奈川県手話推進計画（素案）　全般
▼手話推進計画（素案）の手話翻訳動画の公表につ
いて
　今回、手話動画による手話推進計画（素案）を発
表したこと、それがろう者自身の翻訳によって実施
されたことは画期的なことであり、条例の趣旨に
沿ったものだと考えています。ろう者の中には、手
話を母語とし、日本語を得意としない方々がいます
ので、このような形でパブリックコメントが発表さ
れることで、その方々も情報を得られます。

　今回、手話動画による手話推進計画
（素案）を発表したこと、それがろう
者自身の翻訳によって実施されたこと
は画期的なことで、条例の趣旨に沿っ
たものだと考えています。ろう者の中
には、手話を母語とし、日本語を得意
としない方々がいますので、その方々
も情報を得られます。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

れることで、その方々も情報を得られます。

14



意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

150 1 109

意見募集の方法について
　手話翻訳動画によって、せっかく情報を得られても、手話によって意見
を表明する機会があまりにも少なく、パブリックコメントの本来の目的を
達成できているとはいえません。パブリックコメントは、双方向のやり取
りが成立して、初めて意味を持つものではないでしょうか。ろう者、盲ろ
う者各１回の意見聴取の場面が設定されていますが、そもそもそのことを
伝えるのが期間開始後であり、ホームページでの発表だけのため、ろう者
等当事者に充分に伝わっていないことを危惧します。
　我々聴者は、このような形で日本語によって、募集期間中、いつでも、
意見を表明することが容易にできますが、ろう者の中には、日本語が得意
としない方々がいます。手話には、書き言葉がありませんので、多くのろ
う者は、書記日本語も使用して生活していますが、そのことをもって書記
日本語で意見表明できるということにはなりません。手話を母語とする方
の中には、手話であれば自身の考えを豊富な語彙と言語力で的確に表現で
きるものの、書記日本語では自由に表現することができない、という方が
少なからずいます。そのような方にとっては、書記日本語での意見表明は
困難を伴います。このような現実があるからこそ、今回の条例では、「手
話は、独自の言語体系を有する」ものであることを明記しているのではな
いでしょうか。手話を動画に収録することやスマートフォンのテレビ電話
機能を使うことに慣れているろう者は多くいますので、対応方法はあった
のではないでしょうか。
　手話による意見募集を行うには、物理的、時間的にも相応の対応が必要
となりますが、それは今回の手続きにおいて「本来的に必要なもの」で
あって、それが準備できないことは対応できない理由にはなりません。
　素案第２節に掲げられている「計画が目指すもの」には、「ろう者とろ
う者以外の者が、相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生すること
のできる地域社会を実現する」と記されていますが、そのような計画を策
定するにあたっての意見募集であるにも関わらず、一方の当事者である、
ろう者からの意見を十分に募集できない形で実施されたと言わざるを得ま
せん。

　手話翻訳動画によって、せっかく情
報を得られても、手話によって意見を
表明する機会があまりにも少なく、パ
ブリックコメントの本来の目的を達成
できているとはいえません。
　手話による意見募集を行うには、物
理的、時間的にも相応の対応が必要と
なりますが、それは今回の手続きにお
いて「本来的に必要なもの」であっ
て、それが準備できないことは対応で
きない理由にはなりません。ろう者か
らの意見を十分に募集できない形で実
施されたと言わざるを得ません。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

151 1 109

▼「ろう者」や手話に対した考慮がされていない制
度・規則について
　今回のパブリックコメントは、形式的には、「か
ながわ県民意見反映手続要綱」に沿って適正に実施
されていると考えられるかもしれませんが、「かな
がわ県民意見反映手続要綱」自体が手話を言語とし
て日常生活又は社会生活を営む「ろう者」や手話に
対する考慮がなされていないことを示すもののでは
ないでしょうか。
　今回のパブリックコメントのように、手話を言語
として日常生活又は社会生活を営む「ろう者」や手
話に対した考慮がされていない制度・規則を改めて
ゆくことこそが、この推進計画の目的に適うものな
のではないのでしょうか。

　今回のパブリックコメントは、形式
的には「かながわ県民意見反映手続要
綱」に沿って適正に実施されていると
考えられるかもしれませんが、「ろう
者」や手話に対する考慮がなされてい
ないことを示すものではないでしょう
か。今回のパブリックコメントのよう
に考慮がされていない制度・規則を改
めてゆくことこそが、この推進計画の
目的に適うものなのではないのでしょ
うか。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。
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意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
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反映
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県の考え方 計画記載箇所

180 1 109

手話で受け付けたパブコメですので結果も手話でお
願いします。この条例に息が吹き込まれることを待
ち望んでいるたくさんの聴覚障害者に向けて発信し
てください。

　手話で受け付けたパブコメですので
結果も手話でお願いします。この条例
に息が吹き込まれることを待ち望んで
いるたくさんの聴覚障害者に向けて発
信してください。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

186 1 109

１－（１）
手話で計画素案を出すという理解促進の画期的な手
本の実行に触れ、この計画に大いに期待していま
す。

　手話で計画素案を出すという理解促
進の画期的な手本の実行に触れ、この
計画に大いに期待しています。

1 5

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

187 1 109

手話言語条例が可決されましたが、推進が遅れてい
る気がします。
県民が、手話また、聴覚障害者を広く理解される機
会を増やしてほしい。
手話での意見、また解答についても、手話でなされ
ることを希望します。
宜しくお願いいたします。

　手話言語条例が可決されましたが、
推進が遅れている気がします。
　県民が、手話また、聴覚障害者を広
く理解される機会を増やしてほしい。
手話での意見、また解答についても、
手話でなされることを希望します。 1 3

　手話の普及等の推進については、現在策定中の手話推
進計画で基本的な方向を定めて取り組んでまいりますの
でご理解とご支援をお願いします。
　また、今回の手話推進計画のパブリックコメント実施
にあたっては、県ホームページに手話動画で案を掲載い
たしましたが、意見の受付については、はじめての試み
として説明会開催による意見聴取とさせていただきまし
た。いただいたご意見については、手話動画DVDによる
意見の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていた
だきます。

192 1 109

手話による素案の説明動画がありましたが、手話に
よるパブリックコメントの提出が認められなかった
ことは残念です。ろう者の中には書くよりも手話の
方が自分の意見を言える方もたくさんいらっしゃい
ます。県民の声、当事者の声を多く集めるために
も、パブリックコメントの際には手話でも意見が出
せるように認めていただきたい。

　手話による素案の説明動画がありま
したが、手話によるパブリックコメン
トの提出が認められなかったことは残
念です。ろう者の中には書くよりも手
話の方が自分の意見を言える方もたく
さんいらっしゃいます。県民の声、当
事者の声を多く集めるためにも、パブ
リックコメントの際には手話でも意見
が出せるように認めていただきたい。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。
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中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況
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193 1 109

推進計画作成にあたってのパブリックコメントを、
手話で提出する事が認められなかったことについ
て、インターネットで知りら、大きな驚きを覚えま
した。
手話を言語である、と定めた条例を作り、その具体
的な運用についての意見を募集するにあたり、その
言語の使用を制限する、本末転倒というか、なんと
軽薄な条例なのだろうと、悲しくなりました。
子どもたちに手話を教えようと、手話の日を制定し
ようと、根底にあるのがこの、歩みよりを見せな
い、一方的な姿勢では、何も届くわけがない。
１日２日、特別な場を数時間作って済むような話で
はない。手話を使う人たちから、どうやったら健常
者と同じ条件で意見を出してもらえるかを試みるこ
とができる貴重なチャンスだったはず。この条例は
いったい、なんなのでしょうか。すべての素案が滑
稽にみえてきます。

　パブリックコメントを手話で提出す
る事が認められなかったことをイン
ターネットで知り、大きな驚きを覚え
ました。なんと軽薄な条例なのだろう
と、悲しくなりました。子どもたちに
手話を教えようと、手話の日を制定し
ようと、根底にあるのが、この歩みよ
りを見せない一方的な姿勢では、何も
届くわけがない。
１日２日、特別な場を数時間作って済
むような話ではない。手話を使う人た
ちから、どうやったら健常者と同じ条
件で意見を出してもらえるかを試みる
ことができる貴重なチャンスだったは
ず。この条例はいったいなんなので
しょうか。すべての素案が滑稽にみえ
てきます。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

196 1 109

ろう者の意見を手話でしっかり受け止めてほしい 　ろう者の意見を手話でしっかり受け止めてほしい

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

パブリックコメントで手話による意見を認めないの 　パブリックコメントで手話による意 　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ

204 1 109

パブリックコメントで手話による意見を認めないの
は、手話の「言語」としての意見を奪っているので
はないか。

　パブリックコメントで手話による意
見を認めないのは、手話の「言語」と
しての意見を奪っているのではない
か。 1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

231 1 109

聞こえる県民と同等にパブコメ実施期間中はいつで
も手話言語での意見の提出ができるようにしていた
だくことを強く要望します。

　聞こえる県民と同等にパブコメ実施
期間中はいつでも手話言語での意見の
提出ができるようにしていただくこと
を強く要望します。 1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

346 1 109

今回ろう者、盲ろう者に対してパブリックコメント
のための意見聴取会が１回、平日のみとのこと。解
せない思いである。

　今回ろう者、盲ろう者に対してパブ
リックコメントのための意見聴取会が
１回、平日のみとのこと。解せない思
いである。 1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

17
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350 1 109

○　手話での情報の提供はもちろん、この素案に対
する意見をはじめ、手話での意見の受け入れをすべ
きだと思う。ろう者の意見を聞いてください。

　手話での情報の提供はもちろん、こ
の素案に対する意見をはじめ、手話で
の意見の受け入れをすべきだと思う。
ろう者の意見を聞いてください。 1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

359 1 109

○　文書を書くのが苦手なろう者は、手話でパブ
リックコメントができるようにすべきだ。

　文書を書くのが苦手なろう者は、手
話でパブリックコメントができるよう
にすべきだ。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

360 1 109

○　手話に対する意見として募集していますが、手
話を主言語としない者への配慮が抜け落ちていると
感じます。

　手話に対する意見として募集してい
ますが、手話を主言語としない者への
配慮が抜け落ちていると感じます。

1 3

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

手話はろう者のろう者として生きていくための言葉
なのです。その言葉を言葉として認める。決して特
別なものではありません。特別な措置をするのでは
なく音声言語と同じ「言語」として計画を立ててい
ただければと思います。健常の県民に対しての施策

　手話はろう者のろう者として生きて
いくための言葉なのです。決して特別
なものではありません。特別な措置を
するのではなく音声言語と同じ「言
語」として計画を立てていただければ

　今回の手話推進計画のパブリックコメント実施にあ
たっては、県ホームページに手話動画で案を掲載いたし
ましたが、意見の受付については、はじめての試みとし
て説明会開催による意見聴取とさせていただきました。
いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見

403 1 109

ただければと思います。健常の県民に対しての施策
を遂行する際にろう者、盲ろう児者に対して、手話
をコミュニケーションの手段とする県民に対して、
何があれば同じ対応ができるのか聞こえの部分をど
う補えるかに視点を置いて考えていただくそこがス
タートだと思います。
今回のパブコメ募集に対しての県の対応を見て改め
て何が違うと感じています。手話を使うろう者、盲
ろう児者を置き去りにして考えても何も生まれませ
ん。そこを念頭に考えていただけると寄せられる意
見のいわんとすることが見えてくると思います。そ
してろう者、盲ろう児者のためだけではなく県民全
体の共通した認識につながる。そのような対応を
願ってやみません。

語」として計画を立てていただければ
と思います。今回のパブコメ募集に対
しての県の対応を見て改めて何が違う
と感じています。手話を使うろう者、
盲ろう児者を置き去りにして考えても
何も生まれません。ろう者、盲ろう児
者のためだけではなく県民全体の共通
した認識につながる。そのような対応
を願ってやみません。

1 3

いただいたご意見については、手話動画DVDによる意見
の受付や公表など、今後に向けた参考とさせていただき
ます。

40 1 110

身体障害者手帳などの固有名詞以外の「害」の字の
取り扱いについて、当町においては、ひらがなとし
ております。
このため、可能であればひらがな表記でお願いしま
す。

　身体障害者手帳などの固有名詞以外
の「害」の字の取り扱いについて、可
能であればひらがな表記でお願いしま
す。 1 3

　現在、関連法令においては、「障害」という字を使用
していることから、本県でも同様の標記としています。
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意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

65 1 110

・「3手話を使用しやすい環境の整備」の課題とし
て使われている「本格的な手話通訳」はどういう意
味で使われているのかよくわかりません。

　「手話を使用しやすい環境の整備」
の課題として使われている「本格的な
手話通訳」はどういう意味で使われて
いるのかよくわかりません。 1 1

ご意見を踏まえ、「本格的な手話通訳」という記載のう
ち、「本格的な」を削除しました。

P.14
３　手話を使用しやす
い環境の整備[課題]

113 1 110

① 計画の名前が、「手話推進計画」では何をする
のか良く分からない。条例の名前を取るなら「手話
言語普及推進計画」とでもすべきではないか。

　計画の名前を「手話言語普及推進計
画」とすべき。 1 4

　条例に記載している文言について、今回のパブリック
コメントにより修正することはできません。

115 1 110

③ 条例の趣旨にある「ろう者とろう者以外の者の
共生社会」という言葉の意味が良く分からない。す
べての県民が分かり合える社会」で良いのではない
か。

　条例の趣旨にある「ろう者とろう者
以外の者の共生社会」という言葉の意
味が良く分からない。「すべての県民
が分かり合える社会」で良いのではな
いか。

1 4

　条例に記載している文言について、今回のパブリック
コメントにより修正することはできません。

152 1 110

■第１章　第１節　計画策定の趣旨・背景（Ｐ２）
▼「障害者の権利に関する条約」における手話の位
置づけについて
　障害者権利条約で、「手話が言語であることが認
められました」とありますが、手話が言語であるか
否か認否を表明したものではなく、第２条で『「言
語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声
言語をいう』と定義されたものです。「手話が言語
であることが明記されました」が適当かと思いま
す。

　「障害者の権利に関する条約」にお
ける手話の位置づけについて、障害者
権利条約で「手話が言語であることが
認められました」ではなく、「手話が
言語であることが明記されました」が
適当かと思います。 1 1

　ご意見をふまえ、「手話が言語であることが認められ
ました」という記載を、「手話が言語であることが明記
されました」修正しました。

P.2
第１章　計画の概要

す。
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意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

153 1 110

■第１章　第４節　手話をとりまく現状（Ｐ３）
１～４
▼手話推進計画の対象と身体障害者手帳交付者数に
ついて
　この節は、手話をとりまく現状を数値で表現する
ことが目的かと思いますが、身体障害者手帳交付者
数のみが記載されています。現在の聴覚障害の障害
認定基準は、身体的・医学的な「聞こえ」による区
分であり、日常生活や社会生活の不自由度による区
分とはなっておらず、手帳交付対象とならない軽度
の聴覚障害者などが福祉サービスの対象から外れる
ことは、中途失聴・難聴者団体などが長年課題とし
ているところです。
　その意味で、この条例における「ろう者」の定義
が、医学モデルによる定義ではなく、「手話を言語
として日常生活又は社会生活を営む者」とされてい
ることは、大きな意味を持つものです。推進計画
で、基礎的数値として、身体害者手帳交付者数のみ
を取り上げるのであれば、注釈として、この条例に
おけるろう者は、手帳交付対象とならない軽度の聴
覚障害者を含め「手話を言語として日常生活又は社
会生活を営む者」であること（手帳の有無により区
別されいこと）を併記する必要があります。

　現在の聴覚障害の障害認定基準は、
身体的・医学的な「聞こえ」による区
分であり、手帳交付対象とならない軽
度の聴覚障害者などが福祉サービスの
対象から外れることは、中途失聴・難
聴者団体などが長年課題としていると
ころです。
　基礎的数値として、身体害者手帳交
付者数のみを取り上げるのであれば、
注釈として、この条例におけるろう者
は、手帳交付対象とならない軽度の聴
覚障害者を含め「手話を言語として日
常生活又は社会生活を営む者」である
こと（手帳の有無により区別されいこ
と）を併記する必要があります。

1 1

　ご意見を参考とさせていただき、注釈を追記します
が、表記については、条例で定義する「「ろう者」と
は、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者」
として記載しました。

P.2
第１章　計画の概要
第１節　計画策定の趣
旨・背景
中、下部注記

■手話推進計画に係る施策の展開について（全体
図）（Ｐ１０）

　「県が事業や施策を説明する際は手
話通訳が利用できる。」との表現で

　社会的障壁の除去に関する必要かつ合理的な配慮につ
いては県の責務ですが、手話通訳者の配置については、

174 1 110

図）（Ｐ１０）
３（２）
▼表現の修正について
　「県が事業や施策を説明する際は手話通訳が利用
できる。」
　この表現では、説明する側である県が自らの都合
によってのみ「利用できる」と読め、ろう者側から
のアクセスが保障されていません。
　「県が事業や施設を説明する際や、ろう者が県と
意思疎通する際には手話通訳が利用できる。」ある
いは、「ろう者が県の事業に参画する際は、手話通
訳が利用できる。」といった表現が適当だと考えま
す。

話通訳が利用できる。」との表現で
は、県が自らの都合によってのみ「利
用できる」と読め、ろう者側からのア
クセスが保障されていません。
　「県が事業や施設を説明する際や、
ろう者が県と意思疎通する際には手話
通訳が利用できる。」あるいは、「ろ
う者が県の事業に参画する際は、手話
通訳が利用できる。」といった表現が
適当と考えます。

1 3

いては県の責務ですが、手話通訳者の配置については、
手話通訳者の確保や予算など解決すべき課題があること
から明記することは困難ですが、いただいたご意見につ
いては、今後、計画を実施するなかで参考とさせていた
だきます。

179 1 110

○障害あるなしで人が上下することはなく、平等。
　この神奈川県において、日本語と同じく言語とし
ての手話があると強くあげてほしい。
　結果として「いつでも、どこでも、どんな時で
も・・・学校、会社、街の中で手話で何でもできる
社会(神奈川県)」の　実現につなげてほしい。

　神奈川県において、日本語と同じく
言語としての手話があると強くあげて
ほしい。
　結果として「学校、会社、街の中で
手話で何でもできる社会(神奈川県)」
の　実現につなげてほしい。

1 1

　手話言語条例の基本理念、手話の普及等にあたり、手
話が独自の言語であり、意思疎通及び情報の取得又は利
用の手段として必要な言語であることについての県民の
理解の下に推進することについて、計画策定の趣旨・背
景に掲載しています。本計画は、条例で定める基本理念
にのっとり策定、実施してまいります。

P.2
第１章　計画の概要
第１節　計画策定の趣
旨・背景
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意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

243 1 110

１定義について
「合理的な配慮」との表現でよいのか。もう少し具
体的に表記することはできないか。

　定義について「合理的な配慮」の表
現でよいのか。もう少し具体的に表記
できないか。 1 4

　条例に記載している文言について、今回のパブリック
コメントにより修正することはできません。いただいた
ご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせていた
だきます。

244 1 110

(1)の表記も同様に「合理的な配慮を行う」とある
が、具体的に何をどのように取り組むのか示す必要
がある。県の責務として、聴覚障害者は手話通訳者
を通してのコミュニケーションを図ることが主とな
るので、その位置づけを明確に表記すること。

　「合理的な配慮を行う」とあるが、
具体的に何をどのように取り組むのか
示す必要がある。県の責務として、聴
覚障害者は手話通訳者を通してのコ
ミュニケーションを図ることが主とな
るので、その位置づけを明確に表記す
ること。

1 4

　条例に記載している文言について、今回のパブリック
コメントにより修正することはできません。いただいた
ご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせていた
だきます。

352 1 110

○　手話表現の統一化
　地域ごと等の表現（日本手話含む）を尊重するこ
とは大切であるが、手話を言語として認め今後進め
るためには統一化も必要と思う。

　地域ごと等の表現（日本手話含む）
を尊重することは大切であるが、手話
を言語として認め今後進めるために
は、手話表現の統一化も必要と思う。

1 4

　手話の定義については、現に日本手話はじめ様々な手
話があることから、本計画では明確な定義づけや手話表
現の統一化については記載いたしません。

360 1 110

○　「神奈川県手話推進計画」ではなく、「手話及
び要約筆記通訳」とすべきだと思います。

　「神奈川県手話推進計画」ではな
く、「手話及び要約筆記通訳」とすべ
きだと思います。 1 4

　条例に記載している文言について、今回のパブリック
コメントにより修正することはできません。いただいた
ご意見の趣旨は、今後の計画の実施にあたり参考とさせ
ていただきます。

盲ろう者、通訳介助員について説明を盛り込んでほ
しい。

　盲ろう者、通訳介助員について説明
を盛り込んでほしい。

　ご意見をふまえ、この計画において「手話」は、盲ろ
う者が使用する触手話や接近手話を含むものとするこ
と、また盲ろう者のことについても知っていただけるよ
う記載しました。盲ろう者やろう者とそうでない方が相

P.2
第１章　計画の概要
※部分

385 1 110 1 1

う記載しました。盲ろう者やろう者とそうでない方が相
互に人格と個性を尊重しあいながら共生することのでき
る地域社会の実現のために必要な言語であることについ
ての普及啓発とともに手話の普及等を推進してまいりま
す。

※部分
P.8
第４節　手話をとりま
く現状
＜盲ろう者について＞

398 1 110

ろうという表現を「聴覚障害」という表現に書き換
えること。「ろう」という言葉が多すぎて読者に違
和感を与えてしまいます。聴覚障害者は「ろう」と
いう言葉を一般の人に言いたくないといっていま
す。また自分が「ろう者」であることを恥ずかしい
ともいってます。自分に対して「ろう」とはいいま
せん。「耳が不自由です」又は、手話で「聴覚障害
者」と表します。
ろう学校についてはろう教育を受けているので異存
はありません。ろう学校を卒業すれば社会に対して
「聴覚障害者」として生活します。「ろう児」を
「聴覚障害児」に変えた方がいいかもしれません。

　ろうという表現を「聴覚障害」とい
う表現に書き換えること。聴覚障害者
は自分に対して「ろう」とはいいませ
ん。「耳が不自由です」又は、手話で
「聴覚障害者」と表します。ろう学校
についてはろう教育を受けているので
異存はありません。ろう学校を卒業す
れば社会に対して「聴覚障害者」とし
て生活します。「ろう児」を「聴覚障
害児」に変えた方がいいかもしれませ
ん。

1 4

　条例に記載している文言について、今回のパブリック
コメントにより修正することはできません。いただいた
ご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせていた
だきます。

404 1 110

・手話の表現を「心をつなぐ手話」「話そう手の言
葉」などにする。

　手話の表現を「心をつなぐ手話」
「話そう手の言葉」などにする。

1 3

　手話の定義や表現については、様々なご意見がありま
すので、今後の計画の実施にあたり参考とさせていただ
きます。
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意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

13 2 201

４　手話の普及
　①手話の普及、ろう者についての理解を促進する
ためにはそれを担う人材の育成が必要である。

　手話の普及、ろう者についての理解
を促進するためには、それを担う人材
の育成が必要である。

694 3

　手話の普及等にあたり人材の育成は大切と考えており
ますので、いただいたご意見を参考とさせていただき、
今後、計画を実施してまいります。

380 2 201

手話講習を行う講師の育成が必要。 　手話講習を行う講師の育成が必要。

1 3

　手話の普及等にあたり人材の育成は大切と考えており
ますので、いただいたご意見を参考とさせていただき、
今後、計画を実施してまいります。

44 2 203

手話の普及について、課題と施策が対応していない
ように感じる。若い世代に興味や関心を持ってもら
うことが大切とあるが、県が持っている広報媒体や
イベントにそもそも若い世代との接点が期待できる
のか？課題設定は同意できるが、施策がいかにも県
の公務員が考えた程度のもので、これで課題がクリ
アできるとは思えない。例えば大学に働きかけ、ろ
う者家庭に短期ホームステイで大学の単位が取れる
などの施策はどうか。若者がろう者と生活を共にす
ることで単なる手話の取得よりもより深いろう者へ
の理解や接し方を得られるのではないか。単位を取
れることにより、学生のモチベーションも一定に保
たれることが期待できる。

　手話の普及について、課題と施策が
対応していないように感じる。いかに
も県の公務員が考えた程度のもので課
題がクリアできるとは思えない。例え
ば大学に働きかけ、ろう者家庭に短期
ホームステイで大学の単位が取れるな
どの施策はどうか。単なる手話の取得
よりもより深いろう者への理解や接し
方を得られるのではないか。単位を取
れることにより、学生のモチベーショ
ンも一定に保たれることが期待でき
る。

1 3

　いただいた具体的な施策事業についてのご意見につい
ては、今後、計画の実施にあたり参考とさせていただき
ます。

75 2 203

・第2章施策10：聞こえなくても自由に行事に参加
し楽しめたり、情報が得られたりするために。「県
民が参加すすべての事業に・・・」としてほしい。
県主催以外にもたくさんあるので、主催者に協力を
求められる条例が必要。

　施策10は「県民が参加するすべての
事業に･･･」としてほしい。県主催以外
の主催者に協力を求められる条例が必
要。 1 3

　手話を使用しやすい環境の整備として、手話通訳者が
派遣される機会等の充実について記載しましたが、いた
だきました会議等への配置に対するご意見については、
今後の参考とさせていただきます。

求められる条例が必要。

75 2 203

・第2章の１．手話の普及：若い世代にはもちろん
興味関心を持っていただきたいが、年
配者にも理解を広めたいと思います。
「老若男女問わずに関心を高めることが大切」とし
てほしい。

　若い世代はもちろん、年配者にも理
解を広めたいと思います。「老若男女
問わずに関心を高めることが大切」と
してほしい。

1 1

　ご意見をふまえ、老若男女問わずに関心を高めること
が大切であることについて記載しました。

P.11
第２章　施策の展開
１　手話の普及
　（１）手話への理解
促進

77 2 203

「神奈川県手話推進計画」素案に関する意見
１、手話の普及に関して、当事者であるろう者に通
じない手話が広まっても意味がないので、
ろう者の方々も手話サークルに積極的に関わってい
ただきたい。

　当事者であるろう者に通じない手話
が広まっても意味がないので、ろう者
の方々も手話サークルに積極的に関
わっていただきたい。 1 3

　手話を学ぶための仕組みを充実するため、手話サーク
ルなど各種団体が実施している手話講習等の情報をホー
ムページに掲載してまいりますが、ろう者の方と各団体
との具体的な関わり方法については各々のご都合等もあ
ると思われますので、いただいたご意見については、今
後の参考とさせていただきます。
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意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

189 2 203

手話の普及について

手話の普及をはかるためには、まず手話を知らない
（見たことがない）方に手話と出会う機会をもって
いただくことが重要だと思います。
それも日常生活の中にそのような場面が多くあるこ
とが大切だと考えます。

例えば
県の公共番組内にろう者によるミニコーナーを設け
る。（企画・出演・編集などろう者主導で製作す
る）

広報も同様に毎号手話やろう者の生活に関する記事
を載せる。
（手話単語の紹介、ろう者が日常生活や災害時に困
ること、周りの人にどんな対応をしてほしいか等）
また、地域の手話サークルや活動団体の紹介も良い
と思います。

　手話の普及を図るために、手話を知
らない（見たことがない）方に手話と
出会う機会をもっていただくことが重
要だと思います。日常生活に多くある
ことが大切。例えば、県の番組内にろ
う者によるミニコーナーを設ける、毎
号の広報に手話やろう者の生活関連記
事を載せる、地域の手話サークルや活
動団体の紹介も良い。

1 1

　広く県民向けに手話の理解促進を行うため、県民向け
の手話の講習等の実施、各種広報の充実、イベント等の
活用を施策に記載いたしました。今後、計画の実施にあ
たり、いただいたご意見を参考にしながら、県民に手話
をご理解いただけるよう努めてまいります。

P.11～12
第２章　施策の展開
（１）手話への理解促
進
（２）手話の普及推進

195 2 203

○　この計画は、手話の普及推進等を通じて、ろう
者とろう者以外の者が互いを尊重する、共生社会の
実現が趣旨だと思うが、ろう者以外の者は「手話へ
の理解」を通じてろう者への理解を深め、ろう者の
尊重をするということはわかるが、ろう者は手話の
普及推進により、どうやってろう者以外の者への理

　手話の普及推進により、ろう者が、
どうやってろう者以外の者への理解を
深めるのか教えてほしい。聴こえる人
にとって「手話」は敷居が高く感じる
ので、手話に親しめるイベント等を開
催してほしい。 1 1

　いただいたご意見の趣旨については、計画に記載して
おります。今後、計画の実施にあたり、わかりやすく親
しみやすいイベント等の実施に努めてまいります。

P.12
第２章　施策の展開195 2 203 普及推進により、どうやってろう者以外の者への理

解を深めるのか教えてほしい。
○　私のような聴こえる人にとって、「手話」は敷
居が高く感じる。　そのため、まずは手話について
親しむことのできるようなイベント等を開催してい
ただきたい。

催してほしい。 1 1 第２章　施策の展開
（２）手話の普及推進

227 2 203

①ろう者の理解に関する内容が少ない。理由として
は、同じ人間として目線会う会話を作られていな
い。

　ろう者理解に関する内容が少ない。
同じ人間として目線会う会話が作られ
ていない。

1 1

　手話の普及等を推進していくためには、ろう者に対す
る理解を促進していくことが大切ですので、いただいた
ご意見をふまえ、計画にその旨記載しました。

P.11
第２章　施策の展開
１　手話の普及
　（１）手話への理解
促進

239 2 203

手話の学習の機会を広めると共に、手話を目にする
機会を増やしてほしい。

　手話の学習の機会を広めると共に、
手話を目にする機会を増やしてほし
い。

1 1

　いただいたご意見の趣旨については、手話を学習する
仕組みづくりとして計画に記載しております。今後、計
画の実施にあたり、いただいたご意見を参考にしなが
ら、手話を目にする機会が増えるよう努めてまいりま
す。

P.14
第２章　施策の展開
（２）手話を学習する
しくみづくり
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中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
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295 2 203

○　県民に広く手話そのものを理解してもらう活動
が必要。

　県民に広く手話そのものを理解して
もらう活動が必要。

1 1

　いただいたご意見の趣旨については、手話の普及とし
て計画に記載しております。今後、計画の実施にあた
り、いただいたご意見を参考にしながら、県民に広く手
話をご理解いただけるよう努めてまいります。

P.11～12
第２章　施策の展開
（１）手話への理解促
進
（２）手話の普及推進

311 2 203

○　多く手話を広めるためには地域にいるろう者と
の交流を多くするように願う。

　手話を広めるためには、地域にいる
ろう者との交流を多くするように願
う。

1 3

　条例の目的である、ろう者とろう者以外の方が総合に
その人格と個性を尊重しあいながら共生することのでき
る地域社会の実現に向けて、今後、いただいたご意見を
参考とさせていただきながら、計画の実施に取り組んで
まいります。

316 2 203

○　地域社会で暮らす人たちを対象とした手話の普
及が必要。ポスターなどを配布し、町の色々なとこ
ろに手話を触れる機会を作る必要があると思う。

　地域社会で暮らす人たちを対象とし
た手話の普及が必要。ポスターなどを
配布し、町の色々なところに手話を触
れる機会を作る必要があると思う。 1 1

　いただいたご意見の趣旨については、手話の普及とし
て計画に記載しております。今後、計画の実施にあた
り、いただいたご意見を参考にしながら手話に触れる機
会を増やし、普及啓発を進めてまいります。

P.11～12
第２章　施策の展開
（１）手話への理解促
進
（２）手話の普及推進

405 2 203

１手話への理解
ろう者に情報が伝わらない不便さをはっきり表現す
る。買い物、医院、非常時、町内会、集い。聞こえ
ないことがどんなに不利益か分からせる。

　手話への理解で、ろう者に情報が伝
わらない不便さをはっきり表現する。
買い物、医院、非常時、町内会、集
い。聞こえないことがどんなに不利益
か分からせる。

1 3

　手話の普及等にあたり、ろう者への理解を促進するこ
とは大切です。いただいたご意見については、今後、計
画を実施していくうえでの参考とさせていただきます。

か分からせる。

416 2 203

・「県民誰もが手話であいさつ等のコミュニケー
ションができるように取り組みます」との記載があ
りますが、誰もができるようになるには、手話の講
習はもちろんですが、ろう者との交流の場がなけれ
ば、手話の習得にはつながらないと思います。
健聴者が一方的に手話を習得するようにとの印象を
受けます。

　「県民誰もが手話であいさつ等のコ
ミュニケーションができるように取り
組みます」との記載がありますが、誰
もができるようになるには手話の講習
はもちろん、ろう者との交流の場がな
ければ習得にはつながらない。健聴者
が一方的に手話を習得するような印象
を受けます。

1 3

　条例の目的である、ろう者とろう者以外の方が総合に
その人格と個性を尊重しあいながら共生することのでき
る地域社会の実現に向けて、今後、いただいたご意見を
参考とさせていただきながら、計画の実施に取り組んで
まいります。

109 2 204

「神奈川県手話推進計画」素案をインターネットか
ら拝見しました。
私自身、勉強不足で神奈川県がこのような計画をさ
れていることを知りませんでした。
さらに 手話普及に対する施策を期待しています。

さて、聴覚障害者への支援を示す 世界共通のシン
ボルマーク「耳マーク」が張られている場所をあま
り見かけません。
「手話通訳者が常駐しています」など病院、銀行、
駅などもっとアピールした表示がされるべきだと思
います。

　聴覚障害者への支援を示す世界共通
のシンボルマーク「耳マーク」が貼ら
れている場所をあまり見かけません。
「手話通訳者が常駐しています」など
病院、銀行、駅などもっとアピールし
た表示がされるべきと思います。

1 3

　いただいたご意見については、手話を使用しやすい環
境の整備に向けて、今後、関係機関に対する働きかけを
進めていく際の参考とさせていただきます。
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中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
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反映
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県の考え方 計画記載箇所

147 2 204

意見2）
「マスコットキャラクターを活用する」には賛成し
ません．

申し訳ありませんが，「マスコットキャラクター」
とは，笑ってしまうくらいお役所的な発想だと思い
ます．どこまで効果があるか極めて疑問です．「マ
スコットキャラクター」に税金を使うくらいなら，
その税金で，ろう者と健聴者の交流を図る魅力的な
イベントを開催していただきたいと思います．

　「マスコットキャラクターを活用す
る」には賛成しません。効果があるか
極めて疑問です。その税金で、ろう者
と健聴者の交流を図る魅力的なイベン
トを開催していただきたいと思いま
す． 1 3

　マスコットキャラクターの活用については、賛成意見
も寄せられているところですので、いただいたご意見に
ついては、今後の参考とさせていただきます。

237 2 204

手話カレンダーを公共の窓口で販売する。 　手話カレンダーを公共の窓口で販売
する。

1 3

　手話の普及等にあたり学習冊子やリーフレット等の配
布について計画に記載しているところですが、ご意見い
ただいた手話カレンダーについて県が販売することは考
えておりません。

308 2 204

○　イメージキャラクターを使って手話を広める。
具体的にキーホルダーや腕章などをつけ、通訳士が
持っていることでろう者に手話が使えることを伝え
る。

　イメージキャラクターを使って手話
を広める。キーホルダーや腕章などを
つけ、通訳士が持つことで、ろう者に
手話が使えることを伝える。

1 3

　キャラクターの活用等に関して、いただいたご意見に
ついては、今後の参考とさせていただきます。

310 2 204

○　幼稚園、保育園用の手話での遊び等のパンフ
レットがあればよい。

　幼稚園、保育園用の手話での遊び等
のパンフレットがあればよい。

1 3

　手話の普及推進のためにリーフレット等を活用するこ
とについて計画に記載しておりますので、いただいたご
意見については、今後の参考とさせていただきます。意見については、今後の参考とさせていただきます。

331 2 204

○　手話のＰＲに有名人を起用すると良い（佳子様
など）。

　手話のＰＲに有名人を起用すると良
い。

1 3

　手話の普及推進にあたり、いただいたご意見について
は、具体的な実施に向けた今後の参考とさせていただき
ます。

400 2 204

聴覚障害者が作詞した歌に手話をつけるようにサ
ポートしてください。DVDにメロディー、歌唱、字
幕を含めて「手話歌」を作ってください。

　聴覚障害者が作詞した歌に手話をつ
けるようにサポートしてください。DVD
にメロディー、歌唱、字幕を含めて
「手話歌」を作ってください。

1 3

　手話の普及推進にあたり、いただいたご意見について
は、具体的な実施に向けた今後の参考とさせていただき
ます。

39 2 207

　施策３の「県民向けに手話のイベント等を開催し
ます。」について、民間が開催するイベントに積極
的に参加し、手話普及を目指す。手話の普及を目指
すのであれば、そのような場に積極的に参加しなけ
れば、なかなか普及されないと考えます。

　施策３の「県民向けに手話のイベン
ト等を開催します。」について、民間
イベントに積極的に参加し、手話普及
を目指す。積極的に参加しなければ、
なかなか普及されないと考えます。

677 1

　ご意見の趣旨をふまえ、表記を「イベント等を活用し
て、手話の普及等を進めます。」と修正します。 P.12

第２章　施策の展開
（２）手話の普及推進
施策３の記述
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県の考え方 計画記載箇所

64 2 207

・「1手話の普及」の課題として「ろう者に対する
理解を促進する事が必要ですが十分ではありませ
ん」とあります。記念日やイベントを通じてどのよ
うにろう者の理解を広め深めるのかに触れてくださ
い。

　「１ 手話の普及」の課題として「ろ
う者に対する理解を促進する事が必要
ですが十分ではありません」とありま
す。記念日やイベントを通じて、どの
ようにろう者の理解を広め深めるのか
に触れてください。

1 1

　ご意見をふまえ、施策１の表記を、「手話そのものだ
けでなく、言語としての手話の特徴や、ろう者がどのよ
うなことで困っているのか、などについて理解を深める
ことができるよう、普及啓発に努めます。」としまし
た。

P.12
第２章　施策の展開
（１）手話への理解促
進
施策１の記述

117 2 207

⑤ 「手話記念日」の創設を考えているようだが、
日本は記念日が多すぎる。たくさん記念日がありす
ぎて、マスコミなどで話題にならなければ、創設し
ただけでは誰も注目しません。

　「手話記念日」の創設を考えている
ようだが、日本は記念日がありすぎ
て、マスコミなどで話題にならなけれ
ば誰も注目しません。

1 3

　ご意見の趣旨をふまえ、今後、計画の実施にあたりま
す。

118 2 207

⑥ 記念日を作ってもよほど宣伝しなければ誰も気
にしない。宣伝にかける予算があるなら、もっと実
質的な手話通訳の養成や講座の充実に税金を使って
ほしい。

　記念日を作ってもよほど宣伝しなけ
れば誰も気にしない。その予算がある
なら、もっと実質的な手話通訳の養成
や講座の充実に税金を使ってほしい。

1 3

　ご意見の趣旨をふまえ、今後、計画の実施にあたりま
す。

126 2 207

県民向け手話イベントを開催すると同時に、民間に
よる同種のイベントに積極的に参加すべきである。

　県民向け手話イベントの開催と同時
に、民間のイベントに積極的に参加す
べきである。 1 1

　ご意見の趣旨をふまえ、表記を「イベント等を活用し
て、手話の普及等を推進します」と修正します。

P.12
第２章　施策の展開
（２）手話の普及推進
施策３の記述

神奈川県手話推進計画　について次の意見を提出し
ます。

　手話を身近なものと感じられるよ
う、より多くの県民が使えるように、

　ご意見の趣旨をふまえ、施策３の記載を充実いたしま
した。いただいたご意見については、具体的な実施に向

138 2 207

ます。
　手話を身近なものと感じられるよう、より多くの
県民が使えるように、県をはじめ市町村のイベント
等で、簡単な手話、自己紹介（自分の名前）、挨拶
などを、教え広めるコーナーを設置して、子供から
お年寄りまで多くの人に手話にふれあってもらいた
い。と思います。

う、より多くの県民が使えるように、
県・市町村のイベント等で、簡単な手
話、自己紹介（自分の名前）、挨拶な
どを教え広めるコーナーを設置し、子
供からお年寄りまで多くの人に手話に
ふれあってもらいたい。

1 1

した。いただいたご意見については、具体的な実施に向
けた今後の参考とさせていただきます。

P.12
第２章　施策の展開
（２）手話の普及推進
施策３の記述
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146 2 207

おもに「施策３　県民向けに手話のイベント等を開催しま
す。」に対して意見を書きます．

意見1）
「イベント等を積極的に活用しながら、県民に対する手話の
普及推進を図ります。」
について
どのようなイベントを行なうのかの具体性がなく，極めてあ
いまいだと思います．

ある程度 具体性のある案として，ろう者と健聴者の交流を図
る施策（イベントを含む）を提案いたします．交流において
は，できるだけ手話を使うことが望ましいですが，手話で通
じないところは筆談などで補ってよいと思います．まずは交
流することが大事だと思います．
素案では全体を通して，手話だけに焦点が当てられている印
象があります．「手話推進計画」なので手話に焦点を当てる
のは当然ですが，手話はろう者とのコミュニケーションの手
段なのですから，手話の推進のためには「ろう者とのコミュ
ニケーション」の推進が必要不可欠だと思います．これは，
外国語教育に，ネイティブスピーカーの外国人との交流が必
要なのと同様です．言葉の理解には，その言葉を使っている
方々の文化の理解が不可欠です．ろう者との交流によって，
ろう文化を理解することは，言葉である手話の理解推進の助
けになるはずです．
特に「施策４　児童・生徒の手話の学びを充実します」にお
いては，小中の普通校の生徒達と ろう学校の生徒達との交流
を図るべきだと思います．

　「イベント等を積極的に活用しなが
ら、県民に対する手話の普及推進を図
ります。」について、具体案として、
ろう者と健聴者の交流を図る施策（イ
ベントを含む）を提案します。できる
だけ手話を使うことが望ましいです
が、まずは交流することが大事だと思
います。手話の推進のためには「ろう
者とのコミュニケーション」の推進が
必要不可欠で、ろう文化を理解するこ
とは、言葉である手話の理解推進の助
けになるはずで、特に「施策４　児
童・生徒の手話の学びを充実します」
で、小中の普通校の生徒達とろう学校
の生徒達との交流を図るべきと思いま
す。

1 3

　いただいたご意見は、具体的な実施に向けた今後の参
考とさせていただきます。

160 2 207

■第２章　施策の展開
１　手話の普及
（２）手話の普及推進　施策３（Ｐ６）
▼民間企業・団体などとの連携、聴覚障害当事者と
の連携について
　イベント等の活用については、手話に直接的な関
わりを持ったことのない市民の目に触れる機会を効
果的に設ける努力が必要であり、県単独の事業とし
て行うだけではなく、民間企業・団体のイベントな
どとの連携によって、行うことが望ましいと考えま
す。また、イベント等の企画、実施にあたっては、
当事者である聴覚障害者を抜きにした検討となるこ
とのないよう、関係団体等と連携して進めることが
必要ですので、その旨を記載してください。

　イベント等の活用については、手話
に直接的な関わりを持ったことのない
市民の目に触れる機会を効果的に設け
る努力が必要であり、県単独事業だけ
でなく、民間企業・団体イベントなど
との連携で行うことが望ましい。また
企画・実施にあたっては、当事者であ
る聴覚障害者を抜きにしないよう、関
係団体等と連携して進めることが必要
ですので、その旨を記載してくださ
い。

1 1

　ご意見の趣旨をふまえ、表記を「イベント等を活用し
て、手話の普及等を推進します」と修正します。なお、
企画・実施にあたっての具体的な実施方法については、
計画を実施していくなかで検討してまいります。

P.12
第２章　施策の展開
（２）手話の普及推進
施策３の記述
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意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

185 2 207

イベントについて
　市政関連のイベントに限らず、民間のイベントに
も「手話言語法条例」のキャンペーンに参入すべ
き。
　（理由）市政関連のイベントでは、情報の発信に
限界があり、一般ではなかなか浸透できない。もっ
とも浸透するには、民間イベント（例えばサーフィ
ン大会やコンサート等、様々なイベントには、いろ
いろな方が来るため、行政側も協力し、ブースを設
ける等して工夫すべき。

　民間のイベントも「手話言語法条
例」のキャンペーンに参入すべき。行
政イベントは情報発信に限界があり、
一般ではなかなか浸透できない。民間
イベント（例えばサーフィン大会やコ
ンサート等）には、いろいろな方が来
るため、行政も協力しブースを設ける
等して工夫すべき。

1 3

　民間のイベントが「手話言語法条例」のキャンペーン
に参入することについて計画に記載することは困難です
が、県がイベントに参加する方法等のご意見について
は、今後の参考とさせていただきます。

327 2 207

○　手話を使ってパフォーマンス（ダンスや演劇な
ど）をする機会を作ってほしい。

　手話を使ってパフォーマンス（ダン
スや演劇など）をする機会を作ってほ
しい。

1 3

　計画で定める手話の普及推進を進めていくにあたり、
今後、いただいたご意見を参考にさせていただきます。

329 2 207

○　以前子ども文化センターで手話を教える機会が
あったら今はないので地域で継続的に手話に触れる
機会を作ってもらうと良い。

　地域で継続的に手話に触れる機会を
作ってもらうと良い。 1 3

　計画で定める手話の普及推進を進めていくにあたり、
今後、いただいたご意見を参考にさせていただきます。

416 2 207

手話の普及に向けてはろう者と一緒に行う必要があ
るため、例えば「県民向けに手話のイベント等を開
催します」との施策がありますが、健聴者とろう者
等との交流の場の機会の充実など、具体的に記載す
るようにしたらどうかと感じました。

　健聴者とろう者等との交流の場の機
会の充実など、具体的に記載するよう
にしたらどうかと感じました。 1 3

　計画で定める手話の普及推進を進めていくにあたり、
今後、いただいたご意見を参考にさせていただきます。

　②聴者の子どもが家庭、学校、地域における生活
の中で日本語を獲得し、学校において日本語を教科

　聴者の子どもが家庭、学校、地域に
おける生活の中で日本語を獲得し、学

聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の

3 3 300

の中で日本語を獲得し、学校において日本語を教科
として学習して、教科や社会規範等を学ぶのと同様
に、ろう児が、家庭、学校、地域における生活の中
で手話を獲得し、ろう学校において手話を教科とし
て学習して、手話で教科や社会規範等を学ぶ環境の
整備が必要である。
　　また、一般の学校に通うろう児が手話を獲得
し、手話を学習し、手話で学ぶことができるように
する為の支援体制の整備が必要である。

おける生活の中で日本語を獲得し、学
校において日本語を教科として学習し
て、教科や社会規範等を学ぶのと同様
に、ろう児が、家庭、学校、地域にお
ける生活の中で手話を獲得し、ろう学
校において手話を教科として学習し
て、手話で教科や社会規範等を学ぶ環
境の整備が必要である。また、一般の
学校に通うろう児が手話を獲得し、手
話を学習し、手話で学ぶことができる
ようにする為の支援体制の整備が必要
である。

719 3

学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。
また、公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高

等学校において、学校における手話の取組を効果的に推
進していくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考
といたします。

34 3 300

　  神奈川県手話推進計画（素案）の７ページにあ
る「２手話に関する教育及び学習の振興」
　　小・中学校・高等学校では、継続的に→小・
中・高等学校、ろう学校を含む特別支援学校で
は、継続的にろう学校も手話を学ぶ機会を保障する
必要がある。

　 「２ 手話に関する教育及び学習の
振興」の課題に次のとおり追記してほ
しい。 「小・中・高等学校、ろう学校
を含む特別支援学校では、継続的にろ
う学校も手話を学ぶ機会を保障する必
要がある。」（課題に上記下線部を追
記してほしい）

446 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。
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62 3 300

・「第5節2手話に関する教育及び学習の振興」に
「聴覚障害のある児童・生徒が学ぶ特別支援学校等
においては、学習指導要領の趣旨を踏まえ、個々の
教育的ニーズに配慮しつつ、手話の学習を行ってい
きます」とありますが、「第2章施策の展開」の中
で具体的に触れた部分がありません。県民に手話を
普及すると同時に、聴覚障害当事者である児童の教
育に手話を取り入れる方策を明記してください。

　学習指導要領の趣旨を踏まえ、個々
の教育的ニーズに配慮しつつ、手話の
学習を行っていきます」とあります
が、「第２章 施策の展開」で具体的に
触れた部分がありません。県民に手話
を普及すると同時に、聴覚障害当事者
である児童の教育に手話を取り入れる
方策を明記してください。 1 3

　「施策４　児童・生徒の手話の学びを充実します。」
「施策５　教員向けの手話研修を充実します。」「施策
６　手話を学ぶための仕組みを充実します。」と記載し
ておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考とい
たします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることを踏まえ、一人ひとりの状況等に応じて手話等を
学ぶことができるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

74 3 300

「ろう学校」と「一般小中高等学校」の手話を学ぶ
目的は異なる。
ろう学校は、言語としての手話を学ぶ場。
一般小中高等学校は、手話に触れるとともにろう者
の存在を知る。
同じ教育機関だからといって一緒にしないこと。
推進計画への加筆をぜひお願いしたい。

 「ろう学校」と「一般小中高等学校」
の手話を学ぶ目的は異なる。同じ教育
機関だからといって一緒にしないこ
と。

1 3

公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高等学校に
おいて、学校における手話の取組を効果的に推進してい
くために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたし
ます。

・素案の中の施策4~6を読む限り、対象者が「健聴
者」のように受け取られる。ろう児、ろう学校教
員、ろう教育などの言葉を取り入れていただきた

 対象者が「健聴者」のように受け取ら
れる。ろう児、ろう学校教員、ろう教
育などの言葉を取り入れていただきた

　公立幼稚園・公立小・中学校、県立中等教育学校及び
県立高等学校において、計画案には反映できませんが、
学校における手話の取組を効果的に推進していくため

139 3 300

員、ろう教育などの言葉を取り入れていただきた
い。

育などの言葉を取り入れていただきた
い。

1 3

学校における手話の取組を効果的に推進していくため
に、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることから、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学び
となるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。

194 3 300

６．知的に問題がないのに、手話の普及が足りない
影響で教育が遅れることがある。
　　そのため、ほとんどのろう者は文章が苦手であ
る。

　知的に問題がないのに、手話の普及
が足りない影響で教育が遅れることが
ある。
そのため、ほとんどのろう者は文章が
苦手である。

1 3

聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援学
校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の状
態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーション
手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効率
的に行われるようにすること」と示されていることを踏
まえ、一人ひとりの状況等に応じて手話等を学ぶことが
できるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。
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203 3 300

2 手話に関する教育及び学習の振興
最重要なのは、手話を言語として使用する最当事者
であるろう者が義務教育の中ではっきりと手話教育
を受けて、その「言語」を使った授業が受けられる
こと。
例えば、その授業風景の映像を見るだけでも一般の
児童、生徒にとっては手話に触れる第一歩になるの
ではなのか？この様な授業を月に１時限受けるのが
第１年目。２年目。３年目と授業数を増して12年目
には高３のクラスで週に１時限、手話による授業が
行われることを目指すのはどうか。

　最重要なのは、ろう者が義務教育の
中ではっきりと手話教育を受けて授業
が受けられること。例えば、授業風景
の映像を見るだけでも一般の児童、生
徒にとっては手話に触れる第一歩にな
るのではないか？

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることから、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学び
となるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。

278 3 300

○　ろう児、聴者の子どもが学校の授業で手話を学
ぶ時間が必要である。

　ろう児、聴者の子どもが学校の授業
で手話を学ぶ時間が必要である。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。
　また、公立幼稚園・公立小・中学校、県立中等教育学
校及び県立高等学校において、学校における手話の取組
を効果的に推進していくために、ご意見の趣旨は、今後
の取組の参考といたします。

330 3 300

○　学校のカリキュラムの問題もあるだろうが、学
校で学ぶ手話の機会を増やしさらに継続することが
必要だと思う。

　カリキュラムの問題もあるだろう
が、学校で学ぶ手話の機会を増やし継
続することが必要。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることから、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学び
となるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。
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334 3 300

○　ろう児への言語である手話教育とそれにともな
うろう学校の教職員への手話研修等はすぐにとりか
かるべきものとしていただきたい。
○　同時に全国小学生の段階から月に一度でもいい
から手話を授業として組み入れていただきたい。

　手話教育とろう学校の教職員への手
話研修等はすぐにとりかかるべきもの
としていただきたい。同時に月に一度
でもいいから手話を授業として組み入
れていただきたい。 1 1

　ろう学校においては、手話を使用して、幼児・児童・
生徒とのコミュニケーションや授業等が行えるよう、研
修会等については、既に取り組んでいます。
　また、一部の公立小学校の「総合的な学習の時間」等
の中で、手話について学習しておりますが、ご意見の趣
旨は、今後の取組の参考といたします。

P.13
２　手話に関する教育
及び学習の振興
施策５

343 3 300

○　ろう児が手話を学び、手話を使ってあらゆる教
科を学ぶ学校教育の整備が必要。
○　小学校、中学校、高校、大学などあらゆる教育
現場で「手話は言葉である」ということの理解浸透
が必要。

　ろう児が手話を学び、手話を使って
あらゆる教科を学ぶ学校教育の整備が
必要。小学校、中学校、高校、大学な
どあらゆる教育現場で「手話は言葉で
ある」ということの理解浸透が必要。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、手話を学ぶ教育環境づくりを効果的に推進していく
ため、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたしま
す。
　また、一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び
県立高等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話
について学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の
取組の参考といたします。

365 3 300

子どもの頃から手話を自然に学べると良い。 　子どもの頃から手話を自然に学べる
と良い。

1 3

　一部の公立小・中学校の「総合的な学習の時間」等の
中で、手話について学習しておりますが、ご意見の趣旨
は、今後の取組の参考といたします。365 3 300 1 3 は、今後の取組の参考といたします。

382 3 300

神奈川県の中の学校で手話の科目を入れてほしい。 　神奈川県の中の学校で手話の科目を
入れてほしい。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることを踏まえ、一人ひとりの状況等に応じて手話等を
学ぶことができるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。
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418 3 300

・「施策４　児童・生徒の手話の学びを充実」につ
いて、健聴者とろう児とでは学び方が違ってきま
す。普通学校での手話の学びだけでなく、ろう学校
を含め学びの機会が充実するよう明記してはいかが
でしょうか。

　健聴者とろう児とでは学び方が違っ
てきます。普通学校での手話の学びだ
けでなく、ろう学校を含め学びの機会
が充実するよう明記してはいかがで
しょうか。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることを踏まえ、一人ひとりの状況等に応じて手話等を
学ぶことができるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

2 3 301

２　ろう教育について
　①課題に、現在、ろう児は、健聴の子どもが学校
の国語の時間で日本語を学ぶのと同様に、学校で言
語としての手話を学ぶことはできないことを明記す
る必要がある。

　ろう教育について、課題に、現在、
ろう児は、健聴の子どもが学校の国語
の時間で日本語を学ぶのと同様に、学
校で言語としての手話を学ぶことはで
きないことを明記する必要がある。

694 3

　第２章の２「手話に関する教育及び学習の振興」の課
題に「小・中学校・高等学校では、継続的に手話を学ぶ
機会がないため」と記載しています。
 また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることから、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学び
となるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。

4 3 301

　③ろう児の手話学習カリキュラムの整備を図る必
要がある。

　ろう児の手話学習カリキュラムの整
備を図る必要がある。

693 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。
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45 3 301

手話に関する教育及び学習の振興について、課題及
び施策に特に異論はない。しかし、１点付け加える
としたら、そこで扱う手話はろう者が日常使う手話
であってほしい。手話歌などろう者は誰も喜ばない
し、シムコムや声付き手話では言語としての手話で
はなくなってしまう。声のない、音のない、ろう者
が日常使っている手話の学習を振興してほしい。
また、特にろう学校で手話学習の時間を設けてはど
うか。現在ろう学校では手話は日常使われている
が、その手話の仕組み、文法、置かれている環境、
世界の手話、等手話自体に関する学習はなされてい
ないのが現状である。そのため、ろう者自身も手話
を説明できないことが多い。
ろう者自身が手話について学べる時間を設けること
で、ろう者自身が手話を客観的に捉えることがで
き、それによりろう者自身が手話を啓蒙する媒体と
なることができる。そのためにもろう学校での手話
についての学習時間を設けることを切に要望する。

　手話に関する教育及び学習の振興で
の手話は、ろう者が日常使う手話で
あってほしい。手話歌などろう者は誰
も喜ばないし、シムコムや声付き手話
では言語としての手話ではなくなって
しまう。声のない、音のない、ろう者
が日常使っている手話の学習を振興し
てほしい。また、ろう学校で手話につ
いての学習時間を設けることを切に要
望する。 1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

手話言語条例は、「手話が自由に使える社会に」
「ろう児がろう者の言語である手話をきちんと獲得
できる環境を」という願いが込められていると存じ
ている。
しかし、ろう教育についての施策がほとんど書かれ
ていない。
ろう児はろう学校で言語としての手話を学ぶ機会が

　ろう教育についての施策がほとんど
書かれていない。ろう児はろう学校で
言語としての手話を学ぶ機会が持てる
よう環境整備する必要がある。０才か
ら卒業まで保障するべき。

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、学校における手話の取組を効果的に推進していくた
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的

74 3 301
ろう児はろう学校で言語としての手話を学ぶ機会が
持てるよう環境整備する必要がある。
それは、０才から卒業まで保障するべき。

1 3
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的
に配置するなどの工夫により、引き続き、児童・生徒の
支援を行うとともに、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。
　また、公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校において、学校における手話の取組を効果的に推
進していくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考
といたします。
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93 3 301

（２）「自立活動の教科の中で手話の指導を行って
いる。」と発言していましたが、一年に２、３回、
それも一部の生徒が受ける程度です。うちの子は小
学生ですが、担任によっては「手話を指導しない」
人もいます。「社会に出たら手話は通じない。それ
よりも日本語を身につけるために音声をつけて話す
ことを大切にしたい。」と面談で言われました。わ
たしたちは聴者であり、うちでは言語としての手話
を教えることに限界があります。でも子どもは将来
ろう者になりますので、言語としての手話をきちん
と身につけて欲しいと思っています。担任に直訴し
ましたが、スルーされました。授業を見ても、うち
の子は担任の話がわからないまま進んでいる様子が
あり、前担任とのギャップを感じています。うちの
子は、自立活動ではいつも「聴力測定」「発音指
導」「日本語指導」のいずれかを受けており、「手
話指導」をしていただく機会は今年度は一度もあり
ません。

　ろう学校で担任によっては「手話を
指導しない」人もいます。聴者の家庭
では言語としての手話を教えることに
限界があります。でも子どもは将来ろ
う者になりますので、言語としての手
話をきちんと身につけて欲しいと思っ
ています。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、学校における手話の取組を効果的に推進していくた
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的
に配置するなどの工夫により、引き続き、児童・生徒の
支援を行うとともに、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。
　また、ろう学校乳幼児相談は、乳幼児期に必要とされ
る養育内容である、聴覚の活用、人間関係やコミュニ
ケーションの育成、言語指導について、専門の知識と技
術を有した教員が行っており、ご意見の趣旨は、今後の
取組みの参考といたします。

96 3 301

（３）神奈川県には５つのろう学校があります。手
話に対する理解も学校によって異なると聞いていま
す。ですから、なおさら計画にはっきりと入れてほ
しいと思います。

　神奈川県には５つのろう学校があ
り、手話に対する理解も学校によって
異なると聞いています。ろう学校での
手話学習について、計画にはっきりと
入れてほしい。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、学校における手話の取組を効果的に推進していくた
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的
に配置するなどの工夫により、引き続き、児童・生徒の
支援を行うとともに、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。
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110 3 301

施策の考え方としては特別支援学校(ろう学校)での
手話学習も含めていますが、具体的な課題や施策に
記述がなく不安に思います。

ろう学校では、手話を言語として学ぶ環境がまだあ
りませんので、ろう学校に手話指導担当者を配置す
ることを約束してほしいと思います。
ろう学校教員の手話力はそんなに高いものではあり
ません。
児童生徒とコミュニケーションを取れない教員もい
ます。
現状のままで満足してはいけないと思います。
手話検定を教員にやらせると実力がお分かりになる
と思います。

人間であれば第一言語の獲得は必至です。
しかし、成人ろう者でも第一言語を獲得しきれてい
ない人が大勢います。
ろう教育は日本語教育に心血を注いでおり、手話言
語をしっかり教育する環境が不足しています。
平塚ろう学校は手話に関しては全国的に先駆的な取
り組みをしていると思いますが、それもまだ満足で
きる環境とは言えません。よろしくお願いします。

　施策の考え方では特別支援学校(ろう
学校)での手話学習も含めていますが、
具体的な課題や施策に記述がなく不安
に思います。ろう学校では手話を言語
として学ぶ環境がまだありませんの
で、手話指導担当者を配置することを
約束してほしい。
人間であれば第一言語の獲得は必至で
すが、成人ろう者でも第一言語を獲得
しきれていない人が大勢います。ろう
教育は日本語教育に心血を注いでお
り、手話言語をしっかり教育する環境
が不足しています。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、学校における手話の取組を効果的に推進していくた
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的
に配置するなどの工夫により、引き続き、児童・生徒の
支援を行うとともに、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。

ろう児の教育が遅れて当り前という概念をなくし、
学力をつける取り組みを行って欲しい。

　ろう児が学力をつける取り組みを
行って欲しい。まず日本語をきめ細か

　公立幼稚園・公立小・中学校、県立中等教育学校及び
県立高等学校において、学校における手話の取組を効果

145 3 301

学力をつける取り組みを行って欲しい。
まず日本語をきめ細かく理解することが、読解力に
つながり、全体の学力を伸ばすことに繋がると思
う。
社会で活躍する人材をろう児の時から考えて行く新
しい希望のある世の中にして欲しい。

行って欲しい。まず日本語をきめ細か
く理解することが、読解力につなが
り、全体の学力を伸ばすことに繋がる
と思う。社会で活躍する人材をろう児
の時から考えて行く新しい希望のある
世の中にして欲しい。 1 3

県立高等学校において、学校における手話の取組を効果
的に推進していくために、ご意見の趣旨は、今後の取組
の参考といたします。
　　また、聴覚障害者である児童・生徒が学ぶ場は、
様々であり、特別支援学級などにおいても、特別支援学
校の学習指導要領を参考としながら、特別な教育課程を
編成するなど、一人ひとりの障害の状態等に応じた具体
的な目標や内容を定め学習活動行うこととされていま
す。今後も教育環境づくりを効果的に推進していくた
め、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

159 3 301

２　手話に関する教育及び学習の振興
▼「手話による学習」の記載について
　聾学校（特別支援学校）における学習について、
「手話の学習」とありますが、これでは、手話」自
体を学ぶことだけを意味するものになってしまいま
す。手話で学校生活を送り、手話によって各教科の
学習を行うことができることが重要ですので、
『「手話による学習」と「手話の学習」』の両方を
明記してください。

　聾学校（特別支援学校）における学
習について、手話で学校生活を送り、
手話によって各教科の学習を行うこと
ができることが重要。『「手話による
学習」と「手話の学習」』の両方を明
記してください。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。
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161 3 301

２　手話に関する教育及び学習の振興
▼特別支援学校における学習に関する施策の必要性
について
　第１章に記載のあった、特別支援学校における学
習に関する施策が必要です。聴覚障害児に対し、手
話による教育を選択できるよう保障することが必要
です。他の言語と異なり、聞こえる家庭に産まれた
聴覚障害者は、自然には手話を習得できる環境にあ
りません。自然言語としての手話を習得するための
聴覚障害児の集団としての聾学校（特別支援学校）
の役割を尊重するとともに、学習言語としての手話
を習得するための教育環境の整備が必須です。その
ためには、同じ言語を持ち、同じ言語で教育が行
え、ロールモデルたりうる「ろう教員」の役割の重
要性を踏まえた記述が必要です。

　聾学校（特別支援学校）の役割を尊
重するとともに、学習言語としての手
話を習得するための教育環境の整備が
必須です。同じ言語を持ち、同じ言語
で教育が行え、ロールモデルたりうる
「ろう教員」の役割の重要性を踏まえ
た記述が必要。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

176 3 301

神奈川県手話言語条例推進計画素案について
地域にいる聴覚障害の方は、日本語の読み書きがで
きません。平塚ろう学校の高等部を卒業していま
す。昔は手話は禁止され口話を強要されていまし
た。今は手話を使用することも許されていますが、
手話を教科として学習することは今でもありませ
ん。その方が在学中に手話を学び、手話による学習
が出来ていたら、その方の現在の生活は大きく違っ
ていたと思います。

　手話は聴覚障害者の言語であるの
で、手話の普及は大切ですが、まず、
私たちが国語を学ぶように、聴覚障害
者は手話を学ぶことが出来るように教
科にいれていくことが必要だと思いま
す。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

手話は聴覚障害者の言語であるので、手話の普及は
大切ですが、まず、私たちが国語を学ぶように、聴
覚障害者は手話を学ぶことが出来るように教科にい
れていくことが必要だと思います。

178 3 301

○聴覚障害をもつ子供たちの教育について
　口頭による読み取りだけでの教育では、理解へ到
達するだけでも高いハードルになり、子供たちが
持っている時間に対し、無理や無駄が生じさせてい
ないか疑問を強く持ってもらいたい。
　健常の子供たちが受けている教育カリキュラムと
の差を縮め、情感豊かな人間へいかに成長させる
か、考えてもらいたい。そのために「手話」を中心
とし、不足する部分はあらゆる情報機器の活用して
補強を。

　健常の子供たちが受けている教育カ
リキュラムとの差を縮め、情感豊かな
人間へいかに成長させるか、考えても
らいたい。そのために「手話」を中心
とし、不足する部分はあらゆる情報機
器の活用して補強を。 1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」また「コンピュータ等
の情報機器などを有功に活用し、指導の効果を高めるよ
うにすること」と示されていることから、一人ひとりの
状況等に応じた学びとなるよう、ご意見の趣旨は、今後
の取組の参考といたします。
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194 3 301

５．ろう学校の中で子供達が手話を学ぶ授業（国
語）がない。手話を指導できる教師が不足してい
る。

　ろう学校の中で子供達が手話を学ぶ
授業（国語）がない。手話を指導でき
る教師が不足している。

1 3

聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援学
校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の状
態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーション
手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効率
的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、学校における手話の取組を効果的に推進していくた
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的
に配置するなどの工夫により、引き続き、児童・生徒の
支援を行うとともに、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。

197 3 301

ろう学校で子供達の手話の授業をしっかり進めるべ
き

　ろう学校で子供達の手話の授業を
しっかり進めるべき

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。
　また、一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び
県立高等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話
について学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の
取組の参考といたします。

ろう学校で手話を教科として取り入れてほしいと思
います。
手話を使って学ぶことをろう者は一番必要としてい

　ろう学校で手話を教科として取り入
れてほしい

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ

201 3 301

手話を使って学ぶことをろう者は一番必要としてい
るのではないでしょうか。
将来ろう者の子どもたちが明るく幸せになるために
は推進計画の中に入れるべきではないでしょうか？

1 3

状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

205 3 301

・ろう児が手話を言語として学び、教育やコミュニ
ケーションを取れるように充実した教育をろう学校
等で展開してほしい。そのためには教職員も手話の
できる人材を採用して展開してほしい。

　ろう児が手話を言語として学び、教
育やコミュニケーションを取れるよう
に充実した教育をろう学校等で展開し
てほしい。教職員も手話のできる人材
を採用して展開してほしい。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることを
踏まえ、一人ひとりの状況等に応じて手話等を学ぶこと
ができるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考とい
たします。
　また、公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校において、学校における手話の取組を効果的に推
進していくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考
といたします。
　障害のある教員の採用については、平成21年度の教員
採用試験から身体障害者特別選考の枠を設け、すべての
校種等･教科を対象に、10人程度の募集を行っており、
計画案には反映していませんが、ご意見のあった施策等
は既に取り組んでいます。
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228 3 301

②教育に関する記載をもっと入れるべき 　教育に関する記載をもっと入れるべ
き

1 3

　「施策４　児童・生徒の手話の学びを充実します。」
「施策５　教員向けの手話研修を充実します。」「施策
６　手話を学ぶための仕組みを充実します。」と記載し
ておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考とい
たします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることを踏まえ、一人ひとりの状況等に応じて手話等を
学ぶことができるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

256 3 301

○　ろう学校の教科に「手話」という科目を設置し
てはどうか
　　各科目を手話で教えるためには言語としての手
話をまず学ぶ必要があると思う。
○　上記の「手話」という科目は、大人のろう者も
学べる場であると良いと思う。ろう者の中には手話
そのものの存在を知らずに大人になった者がいると
聞いている。

　ろう学校の教科に「手話」という科
目を設置してはどうか。大人のろう者
も学べる場であると良いと思う。ろう
者の中には手話そのものの存在を知ら
ずに大人になった者がいると聞いてい
る。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

○　ろう学校においても、手話を学ぶ時間が必要だ
と思います。

　ろう学校においても、手話を学ぶ時
間が必要だと思います。

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の

259 3 301 1 3

参考といたします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることから、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学び
となるよう、手話を学ぶ教育環境づくりを効果的に推進
していくため、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考とい
たします。

266 3 301

○ろう教育の改革を進めてほしい、
　・ろう学校での「日本語」授業をしてほしい。
　　聴こえる子どもと同じ程度の日本語力を身につ
けさせてあげたいと思います。そのためのカリキュ
ラム、教科書作りを望みます。

　ろう学校での「日本語」授業をして
ほしい。そのためのカリキュラム、教
科書作りを望みます。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領で「体験的
な活動を通して的確な言語概念の形成を図り、児童・生
徒の発達に応じた思考力の育成に努めること」とされて
います。このことからも、一人ひとりの状況等に応じ、
各教科等の学びにおいて、基本となる言葉で考える指導
に留意し、工夫していくよう、ご意見の趣旨は、今後の
取組の参考といたします。
　また、公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校において、学校における手話の取組を効果的に推
進していくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考
といたします。
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276 3 301

○　ろう児の教育に手話を常に用いる。 　ろう児の教育に手話を常に用いる。

1 1

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領で「体験的
な活動を通して的確な言語概念の形成を図り、児童・生
徒の発達に応じた思考力の育成に努めること」とされて
います。このことからも、一人ひとりの状況等に応じ、
各教科等の学びにおいて、基本となる言葉で考える指導
に留意し、工夫していくよう、ご意見の趣旨は、今後の
取組の参考といたします。
　また、ろう学校においては、手話を使用して、幼児・
児童・生徒とのコミュニケーションや授業等が行えるよ
う、研修会等については、既に取り組んでいます。

P.13
２　手話に関する教育
及び学習の振興
施策５

289 3 301

○　ろう学校で「手話」を教科としてほしい。専門
の先生が教えることが望ましい。
○　「手話」の授業は保護者や手話を学べず大人に
なった人も受けられればよい。

　ろう学校で「手話」を教科としてほ
しい。専門の先生が教えることが望ま
しい。
「手話」の授業は保護者や手話を学べ
ず大人になった人も受けられればよ
い。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されています。一
人ひとりの状況等に応じた手話等の学びや保護者のニー
ズを踏まえ、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。

302 3 301

○　ろう学校に「手話」の教科を取り入れてほし
い。

　ろう学校に「手話」の教科を取り入
れてほしい。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか302 3 301 1 3 率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

349 3 301

○　ろう学校、特別支援学校でも手話を授業に取り
入れてほしい。

　ろう学校、特別支援学校でも手話を
授業に取り入れてほしい。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、手話を学ぶ教育環境づくりを効果的に推進していく
ため、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたしま
す。

390 3 301

ろう学校で手話を使って教育をしていただきたい。 　ろう学校で手話を使って教育をして
いただきたい。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

39



意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

9 3 302

 普通学校の授業の中に英語と同じように手話の科
目を設けることを計画に入れてほしい。

 　普通学校の授業の中に、英語と同じ
ように手話の科目を設けることを計画
に入れてほしい。

154 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

41 3 302

一般の小学校に通っている聞こえない（または聞こ
えにくい）子どもが手話を獲得したり、手話を学ん
だり、手話で学んだりできるようにするための支援
体制の整備をすることを計画に入れてほしい。

　一般の小学校に通っている聞こえな
い（または聞こえにくい）子どもが手
話を獲得したり、手話を学んだり、手
話で学んだりできるようにするための
支援体制の整備をすることを計画に入
れてほしい。

1 3

　公立小学校において、聞こえない（または聞こえにく
い）子どもが手話を学べる様々な教育環境を作るような
支援体制の整備を各市町村において推進できるよう、ご
意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

51 3 302

①聞こえている子どもたちは、手話を学び、手話を
使って知識を習得することが必要。手話で学習する
ことで、学力は確かに身につくと聞く。言語とは、
私たちにとっては話し言葉で、ろう者の手話はまっ
たくそれと同じことである。正しい知識を身につ
け、将来を考えることは、差別の解消に繋がる。

　聞こえている子どもたちは、手話を
学び、手話を使って知識を習得するこ
とが必要。手話で学習することで、学
力は確かに身につく。正しい知識を身
につけ、将来を考えることは、差別の
解消に繋がる。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

52 3 302

②聞こえる子どもたちは、小学校からの手話授業が
必要だ。教科としてきちんと学習することで、身に
つけた手話でのコミュニケーションが取れるように
なることで、広く社会の有り方など考える人間とな
ることだろう。第二言語として手話を学習すること

　聞こえる子どもたちは、小学校から
の手話授業が必要。教科としてきちん
と学習することで、身につけた手話で
のコミュニケーションが取れるように
なることで、広く社会の有り方など考 1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

52 3 302 ることだろう。第二言語として手話を学習すること
は、海外でも行われていると聞く。

なることで、広く社会の有り方など考
える人間となるだろう。第二言語とし
て手話を学習することは、海外でも行
われていると聞く。

1 3

90 3 302

皆が手話に関心を持つ状態にすると良いと思いま
す。
小さい子ほどいろいろな事を覚えるのが早いので幼
稚園や保育園でも手話を楽しく指導してほしい。
又、小学校でも、少しの時間でもよいから手話をす
る場をつくってほしい。ろう者からの意見で、役所
や病院にいつも手話通訳する人がいてほしいとの事
です。

　皆が手話に関心を持つ状態にすると
良い

1 3

　公立幼稚園・小・中学校において、学校における手話
の取組を効果的に推進していくために、ご意見の趣旨
は、今後の取組の参考といたします。

122 3 302

⑩ 例えば、学校の授業で、手話の関する知識や理
解について、生活科学とか家庭科のような、いわゆ
る補助教科で取り上げられても生徒には伝わらない
が、国語の教科書に掲載されれば、記憶に強く残る
と思う。

　学校の授業で、手話の関する知識や
理解について、国語の教科書に掲載さ
れれば記憶に強く残ると思う。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。
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154 3 302

５
▼聾学校以外の学校に在籍する児童・生徒に関する
記載について
　現在の聴覚障害児の教育は、聾学校（特別支援学
校）に在籍する児童・生徒のほかに、難聴学級、通
級指導教室、普通学校など、様々な形で行われてい
ます。聾学校以外に在籍する児童・生徒の現状を明
らかにすることが、今後の手話を使用しやすい環境
整備に向けた取組みには欠かせません。聾学校以外
の学校に在籍する児童・生徒についての記載が必要
です。

　現在の聴覚障害児の教育は、聾学校
（特別支援学校）に在籍する児童・生
徒のほかに、難聴学級、通級指導教
室、普通学校など、様々な形で行われ
ています。聾学校以外の学校に在籍す
る児童・生徒についての記載が必要で
す。

1 3

　公立幼稚園・公立小・中学校、県立中等教育学校及び
県立高等学校において、学校における手話の取組を効果
的に推進していくために、ご意見の趣旨は、今後の取組
の参考といたします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒が学ぶ場は、様々
であり、特別支援学級などにおいても、特別支援学校の
学習指導要領を参考としながら、特別な教育課程を編成
するなど、一人ひとりの障害の状態等に応じた具体的な
目標や内容を定め学習活動行うこととされています。今
後も教育環境づくりを効果的に推進していくため、ご意
見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

249 3 302

②健聴者が手話を習得するには一般的に多大な時間
を要します。個人差はあるものの、週１回２時間の
自治体主催の地域手話講習会、あるいは手話サーク
ルに通い概ね、数年～10数年を要します。警察職
員、消防職員、医療従事者、ろう学校教員など手話
のできる職員の育成を図る意味でも、学生の頃から
手話の環境に接することができるためにも、高等学
校、大学の語学選択授業に、外国語（「英語」、
「ドイツ語」、「フランス語」、「中国語」・・）
と同様に、「手話」「手話言語」の選択科目の導入

　健聴者が手話を習得するには一般的
に多大な時間を要します。高等学校、
大学の語学選択授業に、外国語と同様
に「手話」「手話言語」の選択科目の
導入を検討して頂きたい。

1 3

　県立高等学校及び県立中等教育学校（後期課程）にお
いては、高等学校学習指導要領に従って教育課程を編成
しており、「福祉」や「学校設定科目」「総合的な学習
の時間」の一部で取り組んでいますが、ご意見の趣旨
は、今後の取組の参考といたします。

と同様に、「手話」「手話言語」の選択科目の導入
を検討して頂きたく思います。

253 3 302

○　健聴の学校で手話の授業を組み込んでほしい。（小学校から）　健聴の学校で手話の授業を組み込んでほしい。（小学校から）

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

258 3 302

○　一般の学校で普通の科目として手話を学ぶ時間
があると良いと思います。

　一般の学校で普通の科目として手話
を学ぶ時間があると良いと思います。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。
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264 3 302

○　義務教育での手話学習を増やす。 　義務教育での手話学習を増やす。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しており、教員向けの手話研修については、施策
の５に記載しています。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ます。一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びや保護
者のニーズを踏まえ、手話を学ぶ教育環境づくりを効果
的に推進していくため、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

285 3 302

○　小学校で手話の授業をカリキュラムに入れる。 　小学校で手話の授業をカリキュラム
に入れる。

1 3

　一部の公立小学校の「総合的な学習の時間」等の中
で、手話について学習しておりますが、ご意見の趣旨
は、今後の取組の参考といたします。

299 3 302

○　総合学習で小学校に手話指導にいくが、学校に
よって予算がまちまちのようなので、手話普及のた
めの予算は各学校で同額の予算をとってほしい。

　手話普及のための予算は各学校で同
額の予算をとってほしい。

1 3

　小学校においては、学習指導要領に従って学校が教育
課程を編成しております。一部の公立小学校の「総合的
な学習の時間」等の中で、手話について学習しておりま
すが、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたしま
す。す。

304 3 302

○　地域の小、中、高校などで手話が学べるよう
に。また、大人のろう者もその授業に参加できるよ
うにしてほしい。

　地域の小、中、高校などで手話が学
べるように。また、大人のろう者もそ
の授業に参加できるようにしてほし
い。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、手話を学べる支援体制の整備を
効果的に推進していくために、ご意見の趣旨は、今後の
取組の参考といたします。

306 3 302

○　公立小・中学校の一貫として定期的に手話の時
間を設け、子どもの頃から手話に触れる機会を作っ
てほしい。

　公立小・中学校の一貫として、定期
的に手話の時間を設け、子どもの頃か
ら手話に触れる機会を作ってほしい。 1 3

　一部の公立小・中学校の「総合的な学習の時間」等の
中で、手話について学習しておりますが、手話を学べる
支援体制の整備を効果的に推進していくために、ご意見
の趣旨は、今後の取組の参考といたします。

315 3 302

○　小学校から手話を学習する機会が必要。 　小学校から手話を学習する機会が必
要。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

353 3 302

○　小学校などで定期的に手話を教えてほしい。 　小学校などで定期的に手話を教えて
ほしい。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

42



意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

357 3 302

○　手話は言語だから学校教育で基本となる手話を
身につけ、教育を受けられるようにすべきだ。

　手話は言語だから学校教育で基本と
なる手話を身につけ、教育を受けられ
るようにすべきだ。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることから、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学び
となるよう、手話を学ぶ教育環境づくりを効果的に推進
していくため、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考とい
たします。

377 3 302

ろう者は日本語が苦手である。ろう者の頭の中は、
手話で考えていると思う。手話により、自分の考え
をきちんと出せるようになった。普通の学校に通っ
ている生徒も、私とおなじような苦しみがあるので
はないか。普通学校で手話を身につける場所を明記
してほしい。

　ろう者は日本が苦手である。手話に
より自分の考えをきちんと出せるよう
になった。普通学校に通っている生徒
に苦しみがあるのではないか。普通学
校で手話を身につける場所を明記して
ほしい。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

6 3 303

　⑤ろう学校教職員を対象にした手話講習会の実施
を進める必要がある。

　ろう学校教職員を対象にした手話講
習会の実施を進める必要がある。

692 2

　ろう学校においては、手話を使用して、幼児・児童・
生徒とのコミュニケーションや授業等が行えるよう、研
修会等については、既に取り組んでいます。

7 3 303

　⑥ろう児に言語としての手話を系統的に教えるた
めにろう学校に発音指導専任教員と同様に、手話言
語指導専任教員を配置することを計画に入れてほし
い。

　ろう児に言語としての手話を系統的
に教えるためにろう学校に発音指導専
任教員と同様に、手話言語指導専任教
員を配置することを計画に入れてほし
い。

138 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、学校における手話の取組を効果的に推進していくた
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的
に配置するなどの工夫により、引き続き、児童・生徒の
支援を行うとともに、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。

8 3 303

　⑦ろう学校にろう児のロールモデルとなるろうの
教員を増やすために、ろう学校へのろうの教員配置
目標を50％とすることを計画に入れてほしい。

　ろう学校にろう児のロールモデルと
なるろうの教員を増やすために、ろう
学校へのろうの教員配置目標を50％と
することを計画に入れてほしい。

145 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びや保護者
のニーズを踏まえ、学校における手話の取組を効果的に
推進していくため、学習グループ等の集団の中に、ろう
の教員を効果的に配置するなどの工夫により、引き続
き、児童・生徒の支援を行うとともに、ご意見の趣旨
は、今後の取組の参考といたします。
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51 3 303

手話で指導できる教員が必要である。 　手話で指導できる教員が必要であ
る。

1 3

一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高等
学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話について
学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。

68 3 303

ろう学校の教職員の異動等の配慮をするべき。通常
の学校とは違う特別支援学校として手話で授業をす
る必要があり、やっと慣れた時に移動ということの
繰り返しではそこで学ぶ子供たちにとって影響は大
きいと思う。

　ろう学校の教職員の異動等の配慮を
するべき。やっと慣れた時に異動とい
うことの繰り返しではそこで学ぶ子供
たちにとって影響は大きい。 1 3

　聴覚障害者に対する支援の専門性を維持向上させる点
も考慮して人事異動を行っておりますが、ご意見の趣旨
は、今後の取組の参考といたします。

74 3 303

手話指導担当教員が必要。その教員が、ろう児や教
職員向けに指導を行う。
ろう児は、「手話」はもちろん、「ろう者学」（ろ
うの歴史、ろう文化、ろう者の行動規範等）を学ぶ
機会も必要。
ろう学校の教員研修会、保護者学習会で「手話」
「ろう者学」等学習する機会が必要。
ろう学校のろう・難聴教員の割合を上げるべき。

　手話指導担当教員が必要。ろう児は
「手話」はもちろん「ろう者学」（ろ
うの歴史、ろう文化、ろう者の行動規
範等）を学ぶ機会も必要。ろう学校の
教員研修会、保護者学習会で「手話」
「ろう者学」等学習する機会が必要。
　ろう学校のろう・難聴教員の割合を
上げるべき。

1 3

聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援学
校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の状
態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーション
手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効率
的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、学校における手話の取組を効果的に推進していくた
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的
に配置するなどの工夫により、引き続き、児童・生徒の
支援を行うとともに、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。
　また、公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校において、学校における手話の取組を効果的に推
進していくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考
といたします。

82 3 303

健聴者への手話の普及啓発という点では期待できる
内容ですが、聴覚障害者側の視点がやや欠けている
ように思います。
教育については、聴覚障害を持つ子供達が安心して
手話で学習でき、夢を持って成長していけるような
環境作りをお願いしたいと思います。
そのためには、ろう者及び手話への深い理解を持つ
教員の育成が必要です。

　聴覚障害者側の視点がやや欠けてい
る。教育については、聴覚障害を持つ
子供達が安心して手話で学習でき、夢
を持って成長していけるような環境作
りをお願いしたい。ろう者及び手話へ
の深い理解を持つ教員の育成が必要で
す。

1 3

　公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高等学校
において、学校における手話の取組を効果的に推進して
いくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることから、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学び
となるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。

87 3 303

学校にろう者の先生を増やしてほしい。 　学校にろう者の先生を増やしてほし
い。

1 2

　障害のある教員の採用については、平成21年度の教員
採用試験から身体障害者特別選考の枠を設け、すべての
校種等･教科を対象に、10人程度の募集を行っており、
計画案には反映していませんが、ご意見のあった施策等
は既に取り組んでいます。
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93 3 303

神奈川県として手話言語条例を制定し、ろう者が暮
らしやすい社会作りに努めようとする姿勢に感謝の
意を示します。「神奈川県手話推進計画」素案を読
み、少々疑問を感じたので、以下のとおり意見を提
出します。なお、わたしは、ろう学校に通うろう児
を持つ親です。
○　議事録内にある、委員会でのろう学校校長の発
言について
（１）「平塚ろう学校教職員は100％手話ができま
す。」と発言していましたが、「手話ができる」と
いうのはどのような状態のことをいうのでしょう。
儀式等で、校長が自ら手話で最後まで話をするとい
うのはありません。毎回冒頭のみ手話を使います
が、「ここからは手話通訳さんにお願いします」
と、話の大半は手話通訳を通しています。さらに、
校長は子どもたちの手話を読み取れません。学校の
トップがそのような状態にもかかわらず、「100％
手話ができる」と言い切れる度胸の良さにむしろ呆
れるばかりです。個人的には、「教職員が100％手
話ができる学校」は、全国的に見ても、バイリンガ
ルろう教育を実践している明晴学園のみだと思いま
す。

　「教職員が100％手話ができる学校」
で「手話ができる」というのはどのよ
うな状態をいうのでしょうか。全国的
に見ても、バイリンガルろう教育を実
践している明晴学園のみだと思いま
す。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、学校における手話の取組を効果的に推進していくた
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的
に配置するなどの工夫により、引き続き、児童・生徒の
支援を行うとともに、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。
　また、ろう学校乳幼児相談は、乳幼児期に必要とされ
る養育内容である、聴覚の活用、人間関係やコミュニ
ケーションの育成、言語指導について、専門の知識と技
術を有した教員が行っており、ご意見の趣旨は、今後の
取組みの参考といたします。

○　素案に加えていただきたいもの
　「施策の考え方　２　手話に関する教育及び学習
の振興」にはろう学校に関する記載はあるものの、
「手話に関する教育及び学習の振興」の課題、そし

　「手話に関する教育及び学習の振
興」の課題、それに対する具体的な施
策にろう学校についての記載がありま
せん。ろう学校には言語としての手話

聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援学
校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の状
態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーション
手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効率

94 3 303

「手話に関する教育及び学習の振興」の課題、そし
てそれに対する具体的な施策にろう学校についての
記載がありません。矛盾を感じます。
（１）前述したとおり、ろう学校には言語としての
手話を指導する体制が整っていません。幼稚部から
高等部まで一貫したカリキュラムの作成が必要だと
思います。聴者の先生が手話指導を行うことに限界
があるのは承知しています。ですから、まずは手話
指導専任の先生を雇用していただければと思いま
す。発音指導専任の先生はいるのですが、手話に関
しては教職員個々の能力ややる気に任されている感
じがします。

せん。ろう学校には言語としての手話
を指導する体制が整っていません。幼
稚部から高等部まで一貫したカリキュ
ラムの作成が必要だと思います。手話
指導専任の先生を雇用していただけれ
ばと思う。 1 3

手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効率
的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、学校における手話の取組を効果的に推進していくた
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的
に配置するなどの工夫により、引き続き、児童・生徒の
支援を行うとともに、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。
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95 3 303

（２）ろう学校乳幼児相談に当事者を入れるべきだ
と思います。わたしは、うちの子が小学生になって
初めて自分の手話の学習に本腰を入れました。担任
がろうの先生だったからです。その先生と話してい
るときのうちの子の表情は非常に明るくてキラキラ
していました。同時に、これまで大丈夫だと思い込
んでいた自分の手話力（カタコトでした）ではいけ
ないと危機感を持たせてくれました。もっと早い時
期に気づきたかったです。乳幼児相談に通っていた
ときに教えて欲しかったと思います。

　ろう学校乳幼児相談に当事者を入れ
るべきだと思います。

1 3

ろう学校乳幼児相談は、乳幼児期に必要とされる養育内
容である、聴覚の活用、人間関係やコミュニケーション
の育成、言語指導について、専門の知識と技術を有した
教員が行っており、ご意見の趣旨は、今後の取組みの参
考といたします。

111 3 303

○ろう学校の情報保障について
・現在ろう学校の教員をしている。県内すべてのろ
う学校に常勤の手話通訳士を配置することを希望す
る。現在は、平塚ろう学校に３名の手話通訳が配置
されているが、他のろう学校にはいない。職場での
情報保障のあり方に不公平さを感じる。ろう学校で
あれば、率先して手話を介した情報保障がなされ、
聞こえの有無にかかわらず意見を言い合える職場で
あっていいはずだ。

　県内すべてのろう学校に常勤の手話
通訳士を配置することを希望する。ろ
う学校であれば、率先して手話を介し
た情報保障がなされ、聞こえの有無に
かかわらず意見を言い合える職場で
あっていいはずだ。 1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習グループ等の集団の
中に、ろうの教員を効果的に配置するなど、手話を学ぶ
教育環境づくりを効果的に推進し、手話を介しての情報
保障など、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたし
ます。

○ロールモデルとなるろう教員の配置について
・各ろう学校の学校目標を見ると、大きな差異はな
いように感じられるが、実際ロールモデルとなるろ

　本来、ろう児はろう学校ならば、ど
こに通っても、ある程度均一な教育を
受けられるべきだが、ロールモデルと

　学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的に
配置するなど、手話を学ぶ教育環境づくりを効果的に推
進していくため、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考と

112 3 303

いように感じられるが、実際ロールモデルとなるろ
う教員がいる学校とそうでない学校とでは手話に対
するとらえ方が大きく異なり、それに伴ってろう児
に対する見方や考え方が違ってきているように感じ
る。本来、ろう児はろう学校ならば、どこに通って
も、ある程度均一な教育を受けられるべきで、学校
ごとの実態や特色でその後の人生にまで大きく影響
を及ぼすような過度の思想や情報提供は避けるべき
だと考える。しかし、学校現場に立ち返ってみる
と、教員、保護者を対象とした研修会では、インク
ルーシブ教育の推進、人工内耳を中心とした偏った
情報提供(手話は聞こえなかった部分を補う程度で
よい)、国際法や国内法の動きの中で手話に関する
情報提供が一切されないなど、手話を存続させる上
で排他的な動きが目立つ。その一方で、手話を発
展、普及していこうとする学校もある。やはりこの
原因は、ロールモデルとなるろう教員がおらず聞こ
える教員が主体で学校経営を進めていることだと思
う。ロールモデルとなるろう教員は、手話を普及さ
せ、手話で教育する上で欠かすことができない財産
であるという認識を持ち、県内のろう学校にバラン
スのとれた配置を求める。

受けられるべきだが、ロールモデルと
なるろう教員がおらず聞こえる教員が
主体で学校経営を進めている。ロール
モデルとなるろう教員は、手話を普及
させ、手話で教育する上で欠かすこと
ができない財産であるという認識を持
ち、県内のろう学校にバランスのとれ
た配置を求める。

1 3

進していくため、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考と
いたします。
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123 3 303

・ろう学校へ赴任する教職員への手話研修を実施
し、手話で会話ができるように努力する義務がある
ことを明記してほしい。
・聴覚障害のある教職員が、その職責を十分に果た
すために、県内ろう学校に手話通訳者を置くことを
明記してほしい。

　ろう学校へ赴任する教職員への手話
研修を実施し、手話で会話ができるよ
うに努力する義務があることを明記し
てほしい。県内ろう学校に手話通訳者
を置くことを明記してほしい。 1 3

　ろう学校においては、手話を使用して、幼児・児童・
生徒とのコミュニケーションや授業等が行えるよう、研
修会等については、既に取り組んでいます。
　また、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効
果的に配置するなど、手話を学ぶ教育環境づくりを効果
的に推進していくため、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

210 3 303

また聴者(手話通訳士含む)が手話を教えることに抵抗を感じ
ます。例えば、フランス語を習う時にフランス通訳者より、
ネイティブのフランス人に習いたいと多くの人は思うと思い
ます。
なのになぜか手話に関しては通訳者が教えたほうがいいとい
う考えも一部ではあります。
(こういった考え方がすでに手話を言語として見ていないので
は？)
県の手話推進計画では手話通訳をつけての手話指導ではな
く、ろう者がひとりでも教えることができる環境を作ってほ
しい。
(「ダーリンは外国人」の著者も触れていましたが、日本では
語学を学ぶとき、第1言語を介して学ぶことが多く、正直、あ
まり身に付かないと思います)
言語を学ぶのであれば、目標言語のみで学べる環境づくりを
していただきたい。
現在、神奈川県には横浜、川崎、横須賀も含めて４つの聾学
校があります。
専門家の中でもいろいろと意見が分かれるが、ろう児の言語

　聴者（手話通訳士含む）が手話を教
えることに抵抗を感じる。県の手話推
進計画では手話通訳をつけての手話指
導ではなく、ろう者がひとりでも教え
ることができる環境を作ってほしい。
言語を学ぶのであれば、目標言語のみ
で学べる環境づくりをしていただきた
い。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、手話を学ぶ教育環境づくりを効果的に推進していく
ため、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたしま
す。

専門家の中でもいろいろと意見が分かれるが、ろう児の言語
は日本手話だと思います。
議事録によると、平塚聾学校では手話で指導されているとの
こと。
ここで言う手話とは何か？(手だけを動かすことが手話ではな
い)
独自の文法に沿った日本手話で指導しているかどうか。
学校の先生が誤った手話を使うことによって子どもたちにも
悪影響が出ていると話も聞いたことがあります。(これは氷山
の一角だと思うのですが、たぶん、表には出にくい問題なの
では？と思います)
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263 3 303

○　手話を教えられる、教師をもっと増やしてほし
い。

　手話を教えられる、教師をもっと増
やしてほしい。

1 3

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しており、教員向けの手話研修については、施策
の５に記載しています。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ます。一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びや保護
者のニーズを踏まえ、手話を学ぶ教育環境づくりを効果
的に推進していくため、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

273 3 303

○　ろう者の教員はろう学校に長くいられる特例が
あったほうがよいと思う。

　ろう者の教員はろう学校に長くいら
れる特例があったほうがよい。

1 3

　聴覚障害者に対する支援の専門性を維持向上させる点
も考慮して人事異動を行っておりますが、ご意見の趣旨
は、今後の取組の参考といたします。

教員にも手話学習の義務をはかる。 　教員にも手話学習の義務をはかる。 　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領で「体験的
な活動を通して的確な言語概念の形成を図り、児童・生
徒の発達に応じた思考力の育成に努めること」とされて
います。このことからも、一人ひとりの状況等に応じ、
各教科等の学びにおいて、基本となる言葉で考える指導 P.13

276 3 303 1 1

各教科等の学びにおいて、基本となる言葉で考える指導
に留意し、工夫していくよう、ご意見の趣旨は、今後の
取組の参考といたします。
　また、ろう学校においては、手話を使用して、幼児・
児童・生徒とのコミュニケーションや授業等が行えるよ
う、研修会等については、既に取り組んでいます。

P.13
２　手話に関する教育
及び学習の振興
施策５

293 3 303

○　手話のできるろう者の教師の採用を増やしてほ
しい。

　手話のできるろう者の教師の採用を
増やしてほしい。

1 2

　障害のある教員の採用については、平成21年度の教員
採用試験から身体障害者特別選考の枠を設け、すべての
校種等･教科を対象に、10人程度の募集を行っており、
計画案には反映していませんが、ご意見のあった施策等
は既に取り組んでいます。

301 3 303

○　ろう学校には手話のできる教師を。又健聴教師
にも手話を身につけてもらうよう指導を。

　ろう学校には手話のできる教師を。
又健聴教師にも手話を身につけてもら
う

1 1

　ろう学校においては、手話を使用して、幼児・児童・
生徒とのコミュニケーションや授業等が行えるよう、研
修会等については、既に取り組んでいます。また、教員
向けの手話研修については、施策の５に記載していま
す。

P.13
２　手話に関する教育
及び学習の振興
施策５
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335 3 303

○　手話に関する教育及び学習の振興
　・　健聴者に対する手話に関する教育及び学習の
機会も大切ですが、ろう学校において、ろう児童が
正しい手話（文法など）を学ぶための時間が必要で
あり、そのための専門知識を持った教員の配置・養
成も必要と考えます。

　ろう学校において、ろう児童が正し
い手話（文法など）を学ぶための時間
が必要であり、知識を持った教員の配
置・養成も必要と考えます。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、学校における手話の取組を効果的に推進していくた
め、学習グループ等の集団の中に、ろうの教員を効果的
に配置するなどの工夫により、引き続き、児童・生徒の
支援を行うとともに、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。
　また、公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校において、学校における手話の取組を効果的に推
進していくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考
といたします。

5 3 304

　④ろう児の保護者を対象とした手話講習会の実施
を進める必要がある。

　ろう児の保護者を対象とした手話講
習会の実施を進める必要がある。

688 3

ろう学校においては、手話を使用して、幼児・児童・生
徒とのコミュニケーションや授業等が行えるよう教職員
の研修会等を実施していますが、保護者の講習会等につ
いては、保護者のニーズも踏まえ、手話を学ぶ教育環境
づくりを効果的に推進していくため、ご意見の趣旨は、
今後の取組の参考といたします。

私は、息子が産まれてまもなく、重度感音性難聴と
診断され
現在、小学生になる息子の親です。 息子以外家族
は、全員聴者です。コミュニケーションの手段とし

　重度感音性難聴の子どもが必要とし
ている手話コミュニケーションを、学
校でも学べる場がほしい。手話を学ぶ
場を聴者の家族にも保証してほしい。

　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話につい
て学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の取組の
参考といたします。

208 3 304

は、全員聴者です。コミュニケーションの手段とし
ては手話が欠かせないものになっております。
しかしながら、今、誰よりも近くで理解してあげな
くてはならないのに、私を含む家族の手話がなかな
か上達できていないのも現状です。手話が何もでき
ない訳ではありません。日々の努力で、手話が上達
していくことも承知しています。手話教室、サーク
ル等入ることも日々の努力のひとつだともわかりま
す。でも、現状は、今の子どもの手話レベル(学習
など)にあわせることが何よりも必要だとも感じて
います。学校では、手話学習会などひらかれており
ますが、定期的なものはありません。今、息子が必
要としている手話コミュニケーションを、学校でも
学べる場がほしいとも思っています。手話を学ぶ場
を、まずは家族にも保証され、そこから見えてくる
こともたくさんあると思います。子どもが、聞こえ
ないと完璧に手話ができるという概念をとりはらっ
てもらえるような家族の保証もほしい。そしてそう
した場は、ろう学校にも開けてほしいと願っていま
す。

場を聴者の家族にも保証してほしい。
そしてそうした場は、ろう学校にも開
けてほしい。

1 3

参考といたします。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ます。一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びや保護
者のニーズを踏まえ、ご意見の趣旨は、今後の取組の参
考といたします。
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57 3 305

幼い頃から手話に触れ、ろう児も健聴児もともに手
話を学びながら成長して自然に手話でコミュニケー
ションが取れるようになってほしい。

　幼い頃から手話に触れ、ろう児も健
聴児もともに手話を学びながら成長し
て自然に手話でコミュニケーションが
取れるようになってほしい。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることを
踏まえ、一人ひとりの状況等に応じて手話等を学ぶこと
ができるよう、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考とい
たします。
　また、公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校等において、手話の取組を効果的に推進していく
ために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたしま
す。

59 3 305

中・高校生でクラブ又は部活として手話を学びなが
らろう者との交流ができる環境ができるとよい。

　中・高校生でクラブ又は部活として
手話を学びながらろう者との交流がで
きる環境ができるとよい。

1 3

　公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高等学校
においては、部活動や委員会活動において交流活動が行
われている学校もあり、また、ろう学校では、既に学校
間交流などが行われておりますが、手話を学ぶ教育環境
づくりを効果的に推進していくため、ご意見の趣旨は、
今後の取組の参考といたします。

手話ソングで子供達に手話を伝える。
昨年、私の所属する手話サークルでは、手話ソング
「三浦市歌」をセンターまつりで発表しました。三
浦市の小学校は、昨年から三浦市歌を各学校で教え
ているということを聞き、今年は、ぜひ、手話ソン

　手話ソングで子供達に手話を伝え
る。神奈川県民歌、各市の市の歌、各
学校の校歌など可能な限り手話ソング
にして、学校で、子供達に教えていた
だけるよう要望いたします。

　公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高等学校
において、学校における手話の取組を効果的に推進して
いくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。

83 3 305

ているということを聞き、今年は、ぜひ、手話ソン
グを合わせて教えてもらえるようお願いしたいと
思っています。
小学生のときに手話という言語があることを県内の
子供が全員知っていることは、これからの神奈川県
にとって意義あることと思います。
神奈川県民歌、各市の市の歌、各学校の校歌など可
能な限り手話ソングにして、学校で、子供達に教え
ていただけるよう要望いたします。

だけるよう要望いたします。

1 3

88 3 305

第1章計画の概要第1節～第5節、第2章施策の展開1
～10まで全てその通りですが、長い目で見ますと普
通の学校で幼稚部～高等部まで週1の1時間でも手話
の勉強を取り入れるようにして進めることがよいか
と思われます。なぜなら小さいときから手話に接し
ていれば聴覚障害者の人たちに自然と会話が生まれ
るのではないでしょうか。サークルに通う一人とし
てそう感じました。

　普通の学校で幼稚部から高等部ま
で、週１の１時間でも手話の勉強を取
り入れるようにして進めることがよ
い。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」と示されていることか
ら、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学びとなるよ
う、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といたします。
　また、公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高
等学校において、学校における手話の取組を効果的に推
進していくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考
といたします。
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97 3 305

教職員含み、ろう教育健聴児と共に手話を学習でき
るように。

　教職員含み、ろう教育健聴児と共に
手話を学習できるように。

1 3

　公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高等学校
において、学校における手話の取組を効果的に推進して
いくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。
　また、聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特
別支援学校（ろう学校）においては、学習指導要領に
「障害の状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニ
ケーション手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正
確かつ効率的に行われるようにすること」と示されてい
ることから、一人ひとりの状況等に応じた手話等の学び
となるよう、手話を学ぶ教育環境づくりを効果的に推進
していくため、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考とい
たします。

257 3 305

○ろう児（者）と一般の子どもたちが一緒に手話を
学ぶ機会があるとよいと思う。小さい頃から手話に
触れていれば、言語として受けとめやすいと思いま
す。

　ろう児（者）と一般の子どもたちが
一緒に手話を学ぶ機会があると、言語
として受けとめやすい。

1 2

　ろう学校においては、地域の小・中学校や高等学校と
の交流などをとおして、手話の学びや共同学習などを実
施しており、計画案には反映していませんが、ご意見の
あった施策等は既に取り組んでいます。

332 3 305

○　子どものころにろう者との交流を深めることで
手話やろう者に興味を持てると思う。

　子どものころにろう者との交流を深
めることで興味を持てると思う。

1 3

　公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高等学校
において、学校における手話の取組を効果的に推進して
いくために、ご意見の趣旨は、今後の取組の参考といた
します。

374 3 305

教育について、ろう学校、普通学校で交流をしてほ
しい。手話教室を開くなど。

　教育について、ろう学校、普通学校
で交流をしてほしい。手話教室を開く
など。

1 3

　公立小・中学校、県立中等教育学校及び県立高等学校
においては、部活動や委員会活動において交流活動が行
われている学校もあり、また、ろう学校では、既に学校
間交流などが行われておりますが、手話を学ぶ教育環境
づくりを効果的に推進していくため、ご意見の趣旨は、
今後の取組の参考といたします。

388 3 305

手話に関する教育及び学習の振興について
盲ろう児が個々のコミュニケーション手段に応じた
情報保障を受けられることを盛り込んでほしい。学
習教材に拡大文字やＩＴ技術の活用を行うことを計
画に盛り込んでほしい。

　盲ろう児が個々のコミュニケーショ
ン手段に応じた情報保障を受けられる
ことを盛り込んでほしい。学習教材に
拡大文字やIT技術の活用を行うことを
盛り込んでほしい。

1 3

　聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援
学校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の
状態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーショ
ン手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効
率的に行われるようにすること」「コンピュータ等の情
報機器などを有効活用し、指導の効果を高めるようにす
ること」と示されていることを踏まえ、一人ひとりの状
況等に応じて手話等を学ぶことができるよう、ご意見の
趣旨は、今後の取組の参考といたします。
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422 3 305

盲ろう児が個々のコミュニケーション手段に応じた
情報保障を受けられることを盛り込んでほしい

盲ろう児が個々のコミュニケーション
手段に応じた情報保障を受けられるこ
とを盛り込んでほしい。

1 3

聴覚障害者である児童・生徒への教育を行う特別支援学
校（ろう学校）においては、学習指導要領に「障害の状
態等に応じ、音声、文字、手話等のコミュニケーション
手段を適切に活用して、意思の相互伝達が正確かつ効率
的に行われるようにすること」「コンピュータ等の情報
機器などを有効に活用し、指導の効果を高めるようにす
ること」と示されていることを踏まえ、一人ひとりの状
況等に応じて手話等を学ぶことができるよう、ご意見の
趣旨は、今後の取組の参考といたします。

14 4 401

　②手話を学習するためには、手話教授法の研修を
受けた講師により指導がなされなければならない
が、そのような講師の絶対数が不足しているので、
講師の養成が必要である。

　手話を学習するためには、手話教授
法の研修を受けた講師の絶対数が不足
しているので、講師の養成が必要であ
る。

701 3

　手話の普及等にあたり、手話を教える人材の育成は大
切と考えておりますので、いただいたご意見を参考とさ
せていただき、今後、計画を実施してまいります。

216 4 401

・ろう者の理解及びろう者が使う手話について、県
民に理解を広げていくことはとても重要なことと考
えますので、しっかりとした講師のもと、同じ手話
の普及を希望します。

　ろう者の理解及びろう者が使う手話
について、しっかりとした講師のも
と、同じ手話の普及を希望します。 1 3

　手話の普及等にあたり、手話を教える人材の育成は大
切と考えておりますので、いただいたご意見を参考とさ
せていただき、今後、計画を実施してまいります。

・手話の学習の第1歩は、まず講師から「生きた手
話」「生の手話」を直接学び、手の実際の動き(上
下左右前後)や手話の意味を理解してもらうことが
重要であり、それを補うために冊子や動画といった

　手話の学習は、講師から直接学ぶこ
とが重要であり、冊子や動画だけで学
ぶことは間違った手話の普及につなが
ると感じます。

　言語である手話の学習方法は、手話を学ぶための大切
な要素のひとつでありますが、手話を学びたい方の学習
環境にも配慮が必要と思われますので、計画では各学習
方法の良し悪しについて記載する予定はありません。

217 4 401

重要であり、それを補うために冊子や動画といった
教材があると考えます。冊子や動画だけで学ぶこと
は普及はすれども、帰って間違った手話の普及につ
ながると感じます。教材が先か、手話学習が先かと
いった掲載順も考えていただきたい。

ると感じます。
1 3

方法の良し悪しについて記載する予定はありません。

218 4 401

・手話の学習機会を増やすことや普及啓発のために
は、まずは教えるもの、講師の養成が重要であると
考えますので、その項目を入れていただきたい。

　手話の学習機会を増やすことや普及
啓発のためには、講師の養成が重要で
あると考えます。 1 3

　手話の普及等にあたり、手話を教える人材の育成は大
切と考えておりますので、いただいたご意見を参考とさ
せていただき、今後、計画を実施してまいります。

336 4 401

　・　教員及び教育に関わる人々が率先して手話を
学ぶことは手話普及のためにも大切と考えますが、
学んだ結果としての実効を挙げることが更に重要と
考えます。検定試験の実施も実効を上げるための方
法の一つかと考えます。

　教員及び教育に関わる人々が率先し
て手話を学ぶことは大切ですが、学ん
だ結果の実効を挙げることが更に重要
です。検定試験の実施も方法の一つか
と考えます。

1 3

　手話通訳士や手話通訳者の検定試験等は別に行われて
いますので、この計画では独自の検定試験について記載
する予定はありませんが、普及の施策を検討するための
参考とさせていただきます。

345 4 401

○　手話の学びと普及のための人材の育成が必要。 　手話の学びと普及のための人材の育
成が必要。

1 3

　手話の普及等にあたり、手話を教える人材の育成は大
切と考えておりますので、いただいたご意見を参考とさ
せていただき、今後、計画を実施してまいります。
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366 4 401

県民を対象としたミニ手話講座を開催してほしい。
聴覚障害者への理解が必要だが、不足している。講
師のろう者を育成する必要がある。少しづつでもよ
いので整備してほしい。

　県民を対象としたミニ手話講座を開
催してほしい。聴覚障害者への理解が
不足している。講師のろう者を育成す
る必要がある。

1 3

　手話の普及等にあたり、手話を教える人材の育成は大
切と考えておりますので、いただいたご意見を参考とさ
せていただき、今後、計画を実施してまいります。

70 4 402

手話は日本語であり、広く日本人同士のコミュニ
ケーションが図れると思っています。これから、
もっといろんな人が気軽に手話で話せる環境が整う
と良いと考えています
例えば、専門的な施設・スポーツジムや動物病院、
スーパーマーケット、電気屋さんなどすべての手話
を習得するのは時間がかかると思いますが、自分が
所属している店舗などで良く使う手話などは簡単な
リーフレットなどを置き、手話を覚えられるような
システムや、その職場に手話講師が派遣出来るよう
にしてくれたら、気軽に手話を学べるのではないか
と思います。

　手話は日本語であり、もっといろん
な人が気軽に手話で話せる環境が整う
と良いと考えています。良く使う手話
などは簡単なリーフレットや、職場に
手話講師が来るようにしてくれたら、
気軽に手話を学べるのではないかと思
います。 1 3

　いただいたご意見の趣旨は、手話の普及として計画に
記載しております。いただいたご意見については、今
後、具体の事業実施にあたっての参考とさせていただき
ます。

78 4 402

２、具体的に形にできる方法として、多くの人が集
まる場所（公共施設・公共機関・銀行・デパート
等）で、ろう者が訪れた時に接する方々に各機関毎
に使用頻度の高い単語を選び出し、覚えていただ
く。

　多くの人が集まる場所（公共施設・
公共機関・銀行・デパート等）で、使
用頻度の高い単語を覚えていただく。

1 3

　いただいたご意見の趣旨は、手話の使用しやすい環境
の整備として計画に記載しております。いただいたご意
見については、今後、具体の事業実施にあたっての参考
とさせていただきます。

119 4 402

⑦ 手話に関する冊子や本はすでに世の中にたくさ
んある。作るのは反対しないが、市販のものや他県
のものを参考にしながら、神奈川ならではのものを
作ってほしい。

　手話に関する冊子や本はすでに世の
中にたくさんある。神奈川ならではの
ものを作ってほしい。 1 3

　いただいたご意見については、今後、具体の事業実施
にあたっての参考とさせていただきます。

423 4 402

ろう者や盲ろう者に関する行事、交流会、学習会が
あることをホームページに、またパンフレットの配
布を積極的に行うことを計画に盛り込んでほしい。

ろう者や盲ろう者に関する行事、交流
会、学習会があることをホームページ
に、またパンフレットの配布を積極的
に行うことを計画に盛り込んでほし
い。

1 3

　ろう者や盲ろう者への理解促進については、計画に記
載してまいりますが、いただいたご意見については、今
後、具体の事業実施にあたっての参考とさせていただき
ます。

79 4 403

３、言語としての手話が認知されるようになり、手
話を学びたいという難聴、中途失聴の方々が増えて
きています。音声が聞こえず、手話もわからない人
たちが手話サークルで学ぶことは難しい面もあるの
で、「難聴者・中途失聴者が手話を学べる場づく
り」。

　言語としての手話が認知され、手話
を学びたいという難聴、中途失聴の
方々が増えています。手話サークルで
学ぶことは難しい面もあるので「難聴
者・中途失聴者が手話を学べる場づく
り」。

1 3

　ご意見の趣旨は、手話を学習するしくみづくりとして
計画に記載しております。いただいたご意見について
は、今後、具体の事業実施にあたっての参考とさせてい
ただきます。
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135 4 403

今後の手話普及活動の中で、健聴者とは別枠で、中
途難聴者や中途失調者が在住市内で学べるように計
画にいれて欲しい。
健聴者と一緒だと、充分に理解が難しく質問のタイ
ミングを逃しわからないまま進められてしまいま
す。
ぜひ要約筆記などをいれるなどしてしっかり学習出
来るよう考慮をお願いします。

　健聴者とは別枠で、中途難聴者や中
途失調者が学べるようにして欲しい。
要約筆記などをいれるなどしっかり学
習出来るようお願いします。

1 3

　ご意見の趣旨は、手話を学習するしくみづくりとして
計画に記載しております。いただいたご意見について
は、今後、具体の事業実施にあたっての参考とさせてい
ただきます。

305 4 403

○　途中で聴こえなくなった人は手話を学ぶ場所が
あまりない。

　途中で聴こえなくなった人は手話を
学ぶ場所があまりない。

1 3

　いただいたご意見の趣旨は、手話に関する教育及び学
習の振興として計画に記載しております。いただいたご
意見については、今後、具体の事業実施にあたっての参
考とさせていただきます。

120 4 404

⑧ 学習情報をホームページに掲載しただけでは見
る人はいない。タウンニュースなどのタウン誌やミ
ニコミ誌などにサークル活動について載せてもらっ
て紹介するとか、アニメとのコラボの中で名前を出
すとか、工夫してください。

　学習情報をタウン誌やミニコミ誌な
どに載せてもらって紹介するとか、ア
ニメとのコラボの中で名前を出すと
か、工夫してください。 1 3

　いただいたご意見については、今後、具体の事業実施
にあたっての参考とさせていただきます。

▼ろう者、手話に対する正しい理解のための対応に
ついて
　手話について学ぶことが、「手話単語を覚える」
ことに矮小化する結果にならないような施策が必要
です。手話を学習教材や動画等で学ぶ仕組みも重要

　手話を学習教材や動画等で学ぶ仕組
みも重要ですが、直接交流する機会が
重要です。実際にろう者とのコミュニ
ケーショができなければ、ろう者や手
話に対する理解にはつながりません。

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。また、手話
の普及等にあたり、手話を教える人材の育成は大切と考
えておりますので、いただいたご意見を参考とさせてい

162 4 404

です。手話を学習教材や動画等で学ぶ仕組みも重要
ですが、何よりも、聴覚障害者・児と直接的に交流
する機会が重要です。学んだ手話で、実際にろう者
とのコミュニケーションすることができなければ、
ろう者や手話に対する理解にはつながりません。ま
た、手話が言語であるという認識を持つこの条例の
趣旨を考えると、言語としての手話についての正し
い知識を持つ方が指導する必要があります。

話に対する理解にはつながりません。
また、正しい知識を持つ方が指導する
必要があります。 1 3

えておりますので、いただいたご意見を参考とさせてい
ただき、今後、計画を実施してまいります。
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163 4 404

▼「手話サークル」について
　県内各地で、ろう者と共に歩むことを理念とした
市民の自主的な集まりである「手話サークル」の活
動が行われています。県内には、半世紀ほど前から
活動している手話サークルもあり、手話やろう者に
対する理解を広めるための活動や手話や聴覚障害者
に関する制度の拡充の原動力となっています。ろう
者と関わりを持ちたいと考える聴者にとって、手話
を学ぶだけではなく、ろう文化やろう者コミュニ
ティへの入口となり、ろう者にとって、聴者との関
わりの糸口ともなっています。
　手話を学習する仕組みづくりを策定する際には、
これまでの手話サークルの意義や役割をふまえ、手
話に関心を持った方々が、日常的にろう者とろう者
以外の方が共に歩む活動に参画することができるよ
う、市民の活動を推進する施策としてください。

　「手話サークル」は、ろう者と関わ
りを持ちたいと考える聴者にとって手
話を学ぶだけではなく、ろう文化やろ
う者コミュニティへの入口となり、ろ
う者にとって聴者との関わりの糸口と
もなっています。手話に関心を持った
方々が、活動に参画することができる
よう、活動を推進してください。

1 3

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。いただいた
ご意見は、計画を実施するにあたり、今後の参考とさせ
ていただきます。

181 4 404

１.手話を学べる場所が少ないので、各地域ごとに
レベルに合わせた講座を開いてほしい。
時間帯も仕事を持っている人でも通うことができる
ように配慮してもらいたい。

　地域ごとにレベルに合わせた講座を
開いてほしい。時間帯も配慮してもら
いたい。

1 3

　地域ごとの手話講座を県が直営で開催することについ
て計画に掲載する予定はありませんが、いただいたご意
見については、今後の参考とさせていただきます。

２ろう者が手話をつかって生活する社会の実現のた
め、聴者に対して手話を普及するには、言語として

　ろう者が手話をつかって生活する社
会の実現のため、手話学習だけでな

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を

233 4 404

め、聴者に対して手話を普及するには、言語として
手話を学習するだけでなく、聴覚障害者に対する理
解、ろう者との交流の機会も取り入れてほしい。手
話サークルがあるが、現状では日中仕事をしてい
る、通学している人は参加が難しいので、それに代
わる学びの場を整備してほしい。若い世代への普及
と同じくらい、手話に触れる機会がなく大人になっ
てしまった世代に対しても手話や聴覚障害者に対す
る理解を広げてほしい。

会の実現のため、手話学習だけでな
く、聴覚障害者に対する理解、ろう者
との交流の機会も取り入れてほしい。
手話サークルは、日中仕事や通学して
いる人は参加が難しいので、学びの場
を整備してほしい。大人世代に対して
も手話や聴覚障害者に対する理解を広
げてほしい。

1 3

重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。いただいた
ご意見は、計画を実施するにあたり、今後の参考とさせ
ていただきます。

238 4 404

手話講座は初級、中級を多くした方が、簡単な手話
ができる人が増えるのではないでしょうか。

　手話講座は初級、中級を多くした方
が、簡単な手話ができる人が増えるの
ではないでしょうか。 1 3

　手話講座を県が直営で開催することについて計画に掲
載する予定はありませんが、いただいたご意見について
は、今後の参考とさせていただきます。

242 4 404

手話の勉強が健聴者が気軽にできるような機会をつ
くってほしい。

　手話の勉強を健聴者が気軽にできる
ような機会をつくってほしい。

1 1

　手話に関する教育及び学習の振興のなかで、手話を学
ぶためのしくみの充実として、計画に記載しています。 P.14

２　手話に関する教育
及び学習の振興
施策６
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250 4 404

○手話を知ってもらうために小さい時から接する事
がよいと思っています。
○今私達も練習したりしますが、手話で童謡などを
教えるとか遊びから始めるのは良いと思います。

　小さい時から手話に接する事がよい
と思っています。手話で童謡などを教
えるとか遊びから始めるのは良いと思
います。

1 3

　手話の具体的な学習方法について計画に掲載する予定
はありませんが、いただいたご意見については、今後の
計画実施にあたっての参考とさせていただきます。

254 4 404

○　サークルに入会しなくても気軽に手話を楽しく
学べる場を増したらどうか。

　サークルに入会しなくても気軽に手
話を楽しく学べる場を増やしたらどう
か。 1 3

　手話の具体的な学習方法について計画に掲載する予定
はありませんが、いただいたご意見については、今後の
計画実施にあたっての参考とさせていただきます。

265 4 404

○　聴覚障害児の母が子どもが小さいときから手話
の勉強ができる機会を必ず持てるようにしてほし
い。

　聴覚障害児の母が、子どもが小さい
ときから手話の勉強ができる機会を必
ず持てるようにしてほしい。 1 3

　ご家族への手話学習機会の提供については、今後の計
画実施にあたっての検討として、いただいたご意見を参
考とさせていただきます。

284 4 404

○　手話を学べる場所を地域に増やしてほしい。高
齢者でも障害者でも近くに学べる場所があると通い
やすいし、手話を普及していきやすい。

　手話を学べる場所を地域に増やして
ほしい。高齢者でも障害者でも近くに
学べる場所があると通いやすいし、手
話を普及していきやすい。

1 3

　地域ごとの手話講座を県が直営で開催することについ
て計画に掲載する予定はありませんが、いただいたご意
見については、今後の参考とさせていただきます。

291 4 404

○　介護、看護、医者などを学ぶ学生に手話の授業
を取り入れてほしい。

　介護、看護、医者などを学ぶ学生に
手話の授業を取り入れてほしい。

1 3

　福祉や医療の専門職となるための授業については、県
の計画でカリキュラムの追加を義務付けることは困難で
すが、いただいたご意見を参考に、今後の普及等に取り
組んでまいります。

○　専門性の高い職場（金融機関、飲食店、病院）
でよく使う手話をそれぞれの職種別に手話講座を開

　専門性の高い職場（金融機関、飲食
店、病院）でよく使う手話をそれぞれ

　県民生活の各場面において、基本的な手話が使われ、
基本的な対応ができるように、民間事業者、関係機関に

307 4 404

でよく使う手話をそれぞれの職種別に手話講座を開
いて手話の普及に努めてほしい。

店、病院）でよく使う手話をそれぞれ
の職種別に手話講座を開いて普及に努
めてほしい。 1 3

基本的な対応ができるように、民間事業者、関係機関に
対して幅広く働きかけ、手話やろう者への理解の促進を
行うことについて計画に記載しました。いただいたご意
見については、今後、具体の事業実施にあたっての参考
とさせていただきます。

322 4 404

○　手話及びろう者の生活や文化についての学習会
の設置及び普及が必要。
○　手話ができる、できないではなく、聴こえない
人の理解をするための学習会が大切。

　手話及びろう者の生活や文化につい
ての学習会の設置・普及が必要。手話
ができる、できないではなく、聴こえ
ない人の理解をするための学習会が大
切。

1 3

　手話及びろう者の生活や文化について理解を促進する
ことは大切ですので、今後の参考とさせていただきま
す。

323 4 404

○　手話の入門や基礎の講習場所が毎年変わるの
で、川崎区ならずっと川崎区でできるとすごく助か
る。

　手話の入門や基礎の講習場所が毎年
変わるので、ずっと同じ場所でできる
とすごく助かる。 1 3

　手話講座を県が直営で開催することについて計画に掲
載する予定はありませんが、いただいたご意見について
は、今後の参考とさせていただきます。

326 4 404

○　お店の人があいさつができるくらいの手話がで
きるように、勉強する機会を作ってほしい。

　お店の人があいさつができるくらい
の手話ができるように、勉強する機会
を作ってほしい。

1 3

　県民生活の各場面において、基本的な手話が使われ、
基本的な対応ができるように、民間事業者、関係機関に
対して幅広く働きかけ、手話やろう者への理解の促進を
行うことについて計画に記載しました。いただいたご意
見については、今後、具体の事業実施にあたっての参考
とさせていただきます。
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337 4 404

　・　手話を分かりやすく学習する仕組み作りは大
変良いことだと考えますが、神奈川県のホームペー
ジは掲載場所を探すだけでも難しい状況です。子ど
も、老若男女問わず、簡単に学習できる仕組みを早
急に構築する必要があると考えます。手話に関する
情報を目にする機会が多いほど関心が高まると考え
ます。

　神奈川県のホームページは掲載場所
を探すだけでも難しい。簡単に学習で
きる仕組みを早急に構築する必要があ
ると考えます。手話に関する情報を目
にする機会が多いほど関心が高まると
考えます。

1 3

　県のホームページ掲載にあたっては、わかりやすいも
のとなるよう、今後、いただいたご意見を参考とさせて
いただきます。

345 4 404

○　手話や聴こえないことを理解してもらう機会や
場の整備実行を望む。

　手話や聴こえないことを理解しても
らう機会や場の整備実行を望む。

1 1

　ご意見をふまえ、施策に説明を記載しました。
　手話が独自の言語であり、ろう者とろう者以外の方が
相互にその人格と個性を尊重しあいながら共生すること
のできる地域社会の実現のために必要な言語であること
についての普及啓発とともに手話の普及等を推進してま
いります。

P.11
第２章　施策の展開
１　手話の普及[課題]
の記述
　（１）手話への理解
促進
　　施策１中の記述

358 4 404

○　普通学校でも、社会人に対しても手話教育の時
間を増やすべきだ。

　普通学校でも、社会人に対しても手
話教育の時間を増やすべきだ。

1 3

　ご意見の趣旨は、手話の普及及び手話に関する教育及
び学習の振興として計画に記載しております。学校につ
いては、一部の公立小・中学校、県立中等教育学校及び
県立高等学校の「総合的な学習の時間」等の中で、手話
について学習しておりますが、ご意見の趣旨は、今後の
取組の参考といたします。

コンビニの利用回数が多いので、手話できる店員が
いれば助かる。また、手話(初級用)教育が必要と思

　コンビニで手話できる店員がいれば
助かる。また、手話(初級用)教育が必

　手話をしやすい環境の整備として、関係機関に対する
働きかけを進めてまいりますが、いただいたご意見につ

396 4 404
いれば助かる。また、手話(初級用)教育が必要と思
います。(数とあいさつ)

助かる。また、手話(初級用)教育が必
要 1 3

働きかけを進めてまいりますが、いただいたご意見につ
いては、今後、具体の事業実施にあたっての参考とさせ
ていただきます。

404 4 404

・手話を教えられるように教育の場を作る。 　手話を教えられるように教育の場を
作る。

1 3

いただいたご意見については、今後、具体の事業実施に
あたっての参考とさせていただきます。

419 4 404

併せて、施策６　手話を学ぶための仕組みも、健聴
者、ろう者それぞれの仕組みづくりが必要だと考え
ます。

　健聴者、ろう者それぞれの手話を学
ぶための仕組みづくりが必要

1 3

いただいたご意見については、今後、具体の事業実施に
あたっての参考とさせていただきます。
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61 5 501

転勤の都合により家族で福岡から横浜市に転入した
ものですが、
障がい福祉の施策について多少は不便はあります。

手話条例が施行されたにもかかわらず、
区役所の窓口の対応が悪すぎます。
筆談をお願いしたにもかかわらず口話で対応したも
ので、分かりずらかったです。

区役所に手話相談員の設置を強く要望したいです。
少しでも聴覚障がい者にも、住みやすい街を作って
いただきたい。

　手話条例が施行されたにもかかわら
ず、役所の窓口の対応が悪すぎます。
筆談をお願いしたにもかかわらず口話
で対応し分かりずらかったです。手話
相談員の設置を強く要望したいです。

1 3

　行政窓口における対応については、障害者差別解消法
に基づき各自治体が取り組むべき内容と考えており、県
内自治体に手話相談員の設置することについて、県が計
画に記載して義務付けることは制度上できませんが、県
では、手話の普及等に関する施策の推進にあたって市町
村との連携等に努めてまいります。

92 5 501

ろう者からの意見で、役所や病院にいつも手話通訳
する人がいてほしいとの事です。

　ろう者からの意見で、役所や病院に
いつも手話通訳する人がいてほしい。

1 3

　役所や病院にいつも手話通訳を設置することについ
て、県が計画に記載して義務付けることは制度上できま
せん。県では、条例に基づいて、手話の普及等に関する
施策の推進にあたって市町村との連携等に努めるととも
に、病院はじめ事業者に対しては手話の使用に関して配
慮に努めるよう、条例の基本理念にのっとり、手話の普
及等を推進してまいります。

P.10の３（１）の【手話のある街かながわ（５年後
の姿）には，「・ 行政窓口や民間施設の総合案内
などで、手話を使った基本的な案内や応対が行われ
ている。」とあるが，この項目だけ施策に反映され

　行政窓口は県だけではないので、市
町村も含め、講習会の開催や通訳者雇
用等の内容を盛り込むべきである。

　県民生活の各場面において、基本的な手話が使われ、
基本的な対応ができるように、関係機関に対して幅広く
働きかけ、手話やろう者への理解の促進を行うことにつ
いて計画に記載しました。いただいたご意見について

131 5 501

ている。」とあるが，この項目だけ施策に反映され
ていないのが，残念である。
目指す姿に向けた具体的な施策「【施策の展開】
」として，行政窓口は県だけではないので，市町村
も含め，講習会の開催や通訳者雇用等の内容を盛り
込むべきである。

1 3

いて計画に記載しました。いただいたご意見について
は、具体的な取組みに向けた今後の参考とさせていただ
きます。

140 5 501

・施策7において、県職員対象の手話講習となって
いるが、現在の生活では市町村役所の職員との関わ
りが多いはず。市町村職員への講習会などのほうが
現実的に思える。

　施策７において、県職員対象の手話
講習となっているが、現在の生活では
市町村役所の職員との関わりが多いは
ず。市町村職員への講習会などのほう
が現実的に思える。

1 3

　行政窓口における対応については、障害者差別解消法
に基づき各自治体が取り組むべき内容でありますので、
計画で市町村職員への手話講習について記載する予定は
ありませんが、いただいたご意見については、今後の参
考とさせていただきます。
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143 5 501

手話を使用しやすい環境の整備として、施策７で、
「日常生活において手話を使用できる機会を充実し
ます」の中で、５年後の姿として「手話のある街か
ながわ」として、３の(1)手話を使用する機会の充
実で、非常時のことを除くと、2項目の記載しかな
い。3項目の基本的な案内や応対で大きく表現され
ているが、もう少し具体的に書くことができないの
か。例えば、手話通訳士の資格を持つ職員を何人要
請するとか、県の窓口も含めて手話通訳を行政機関
内に配置するとか。他の項目で手話通訳の養成やそ
の派遣について記載はされているが、行政機関のと
ころに職員としているような状況を作って欲しいの
で、そのような記載をお願いしたい。

意見聴取にかかるろう者への説明の内容は承知はし
ていないが、今回のような意見聴取の際に、例え
ば、手話通訳を連れていけばいいのだとは思うが、
計画における５年度の姿として、手話のままでも、
点字のままでも受け付けてくれるような仕組みづく
りも計画に反映して欲しい。
※私はろうあ者ではないが、ろうあ者の方からその
ような話を聞いたので、意見を寄せる次第です。

　手話通訳者が行政機関の職員として
いるような状況を作って欲しい。意見
聴取の際に、手話のままでも点字のま
までも受け付けてくれるような仕組み
づくりも計画に反映して欲しい。

1 3

　県内自治体が、職員として手話通訳者を雇用すること
については各自治体において決定すべきことであり、県
が計画に記載して義務付けることは制度上できません。
手話の普及等に関する施策の推進にあたって市町村との
連携等に努めてまいりますが、行政窓口における対応に
ついては、障害者差別解消法に基づき各自治体が取り組
むべき内容と考えております。なお、パブリックコメン
トの実施方法については、今後の課題とさせていただき
ます。

３　手話を使用しやすい環境の整備
（１）手話を使用する機会の充実

　県機関等で、手話で基本的な対応が
できるようになることは歓迎すべきこ

　いただいたご意見を参考にさせていただき、今後、手
話の普及等を推進してまいります。

164 5 501

（１）手話を使用する機会の充実
　施策７（Ｐ８）
▼「手話を使用できる」ということの意味について
　県機関等で、手話で基本的な対応ができるように
なることは、一般市民の中には、ろう者がいる、と
いう当たり前のことを、当たり前のこととして認識
する意味で歓迎すべきことです。
ぜひ「手話単語を覚える」ことに矮小化する結果に
ならないよう留意して施策を実施してください。

できるようになることは歓迎すべきこ
とです。ぜひ「手話単語を覚える」こ
とに矮小化する結果にならないよう留
意して施策を実施してください。

1 3

話の普及等を推進してまいります。

236 5 501

県知事は積極的に手話を学んでいただきたい。県議
会、県職員に対する手話の研修を計画に明確に入れ
てほしい。

　県知事は積極的に手話を学んでいた
だきたい。県議会、県職員に対する手
話の研修を計画に明確に入れてほし
い。

1 3

　いただいたご意見を参考にさせていただき、今後、手
話の研修に取り組んでまいります。

290 5 501

○　県で「手話勉強中です」というような少しでも
手話ができる人が気軽につけられるバッチを作り普
及してほしい。

　「手話勉強中です」というような少
しでも手話ができる人が気軽につけら
れるバッチを作り普及してほしい。 1 3

　いただいたご意見の趣旨については、手話を使用しや
すい環境の整備のなかで掲載しておりますが、今後の具
体な取組みについては、いただいたご意見を参考に検討
してまいります。
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296 5 501

○　公共機関の窓口で手話を使う人を見たことがな
いので、地域での手話学習の場を増やしてほしい。

　公共機関の窓口で手話を使う人を見
たことがないので、地域での手話学習
の場を増やしてほしい。

1 3

　行政窓口における対応については、障害者差別解消法
に基づき各自治体が取り組むべき内容でありますので、
計画で市町村職員への手話講習について記載する予定は
ありませんが、いただいたご意見については、今後の参
考とさせていただきます。

338 5 501

○　手話を使用しやすい環境の整備
　・　県職員はもとより公的機関（市役所・警察
署・保健所）病院等の対人業務に携わる方々が日常
会話程度のコミュニケーション力を身につけること
ができれば、利便性は高まると考えますが実効力あ
るものにするためには、検定制度の導入も必要かと
考えます。また、研修による啓発や意識改革だけで
なく、必要に応じ処遇面でのインセンティヴも必要
かと考えます。

　県職員はもとより公的機関（市役
所・警察署・保健所）病院等の対人業
務に携わる方々が日常会話程度のコ
ミュニケーション力を身につけること
ができれば、利便性は高まると考えま
す。研修による啓発や意識改革だけで
なく、検定制度の導入や処遇面でのイ
ンセンティヴも必要。

1 3

　県機関はじめ公的機関に手話による基本的な対応がで
きるよう計画を推進してまいりますが、検定制度の導入
や処遇面でのインセンティブについては、各機関がそれ
ぞれのルールに則り定めることですので、県の計画に掲
載することは考えておりません。

402 5 501

市役所の福祉課職員は全員手話が分かるようになっ
てほしい。各課に2,3人手話の分かる職員がいてほ
しい。

　役所の福祉課職員は全員手話が分か
るようになってほしい。各課に２、３
人手話の分かる職員がいてほしい。

1 3

　行政窓口における対応については、障害者差別解消法
に基づき各自治体が取り組むべき内容でありますので、
計画で手話が分かる市町村職員の配置について記載する
予定はありませんが、県では、手話の普及等に関する施
策の推進にあたって市町村との連携等に努めてまいりま
す。

　⑥テレビ、インターネットや広報などで行政の情
報が発信されているが、100％手話がついているわ

　テレビ、インターネットや広報など
で行政の情報が発信されているが、

　県民生活の各場面において、基本的な手話が使われ、
基本的な対応ができるように、民間事業者、関係機関に

18 5 502

報が発信されているが、100％手話がついているわ
けではなく、広報も日本語が苦手なろう者にとって
は理解が困難である。

で行政の情報が発信されているが、
100％手話がついているわけではなく、
広報も日本語が苦手なろう者にとって
は理解が困難である。

692 3

基本的な対応ができるように、民間事業者、関係機関に
対して幅広く働きかけ、手話やろう者への理解の促進を
行うことについて計画に記載しました。いただいたご意
見については、具体的な取組みに向けた今後の参考とさ
せていただきます。

19 5 502

　⑦県広報番組・県議会中継への手話の挿入を進め
る必要がある。

　県広報番組・県議会中継への手話の
挿入を進める必要がある。

692 3

県広報番組(tvk：カナフルTV)についてはすでに手話を
挿入しています。その他の番組については、今後、いた
だいたご意見を参考とさせていただき、計画の実施に取
り組んでまいります。
県議会中継については手話の挿入に努めているところで
ありますが、県議会のインターネット中継等について
は、今後、いただいたご意見を参考とさせていただき、
計画の実施に取り組んでまいります。

20 5 502

　⑧県及び関係機関の広報等の手話動画での発信を
進める必要がある。

　県及び関係機関の広報等の手話動画
での発信を進める必要がある。

689 3

　県の広報等の動画発信では、字幕を付与することとし
ています。手話での発信については、今後の政策運営の
参考とします。
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33 5 502

８　その他
　  神奈川県手話推進計画（素案）の５ページにあ
る「３手話を使用しやすい環境の整備」
　　ろう者が必要な情報を得られる仕組み→ろう者
が十分な情報を得られる仕組み
　　に修正してほしい。必要に応じて判断するので
はなく、きこえる人と対等に情報を得られる体制に
してほしい。

　ろう者が必要な情報を得られる仕組
み→ろう者が十分な情報を得られる仕
組み
に修正してほしい。必要に応じて判断
するのではなく、きこえる人と対等に
情報を得られる体制にしてほしい。

446 1

　いただいたご意見について、表記を修正します。

P.10
第５節　施策の考え方
３　手話を使用しやす
い環境の整備

49 5 502

近年の情報通信技術の発展により、テレビ電話シス
テムを利用した手話通訳サービスや、電話リレー
サービスなども可能になってきています。
つきましては、推進計画の中に、情報通信技術を活
用したサービスの拡充などを施策としてご検討いた
だけると幸いです。

　情報通信技術の発展により、テレビ
電話システムを利用した手話通訳サー
ビスや、電話リレーサービスなども可
能になってきています。情報通信技術
を活用したサービスの拡充などを施策
として検討してください。

1 3

　ご意見の趣旨については、手話を使用しやすい環境の
整備で取り組んでまいりますが、情報通信技術の活用な
ど具体な取り組みについては、いただいたご意見を参考
にさせていただきながら、今後、検討してまいります。

100 5 502

派遣を含む県警他、民間事業、報道、ＴＶ画面に通
訳者を大きく写してほしい。

　派遣を含む県警他、民間事業、報
道、ＴＶ画面に通訳者を大きく写して
ほしい。

1 3

　報道やテレビ番組については、各制作会社等において
作成されていますので、計画で手話通訳者を写す大きさ
を規定することはできません。いただいたご意見につい
ては、今後、手話の普及等を進める際の参考とさせてい
ただきます。

▼手話解説付与などの具体的な内容の明記について
　観光情報はじめ各種情報の提供として、博物館等

　博物館等の公共施設で上映・放映さ
れている解説動画等には、ろう者によ

　博物館等の解説動画にろう者による手話解説付与や、
学芸員による解説等のイベント時における手話通訳の設

165 5 502

　観光情報はじめ各種情報の提供として、博物館等
の公共施設で上映、放映されている解説動画等には
ろう者による手話解説付与を義務付ける、学芸員に
よる解説等のイベント時には一定の割合で手話によ
る解説を設けるなど、具体的な内容を明記すべきで
す。

れている解説動画等には、ろう者によ
る手話解説付与を義務付ける、学芸員
による解説等のイベント時には一定の
割合で手話による解説を設けるなど、
具体的な内容を明記すべきです。

1 3

学芸員による解説等のイベント時における手話通訳の設
置について、計画で義務づけることはできませんが、手
話の普及等を進めるにあたり、いただいたご意見につい
ては、今後の参考とさせていただきます。

212 5 502

日本の映画にも字幕を付いて欲しい。
ホテルとかに質問したいときに電話だけじゃなく
て、メールもできるようにして欲しい。

　日本の映画にも字幕を付いて欲し
い。ホテルなどに質問したいときに
メールもできるようにして欲しい。 1 3

　映画の字幕については、各制作会社または配給会社に
おいて企画等されており、県の計画に掲載して義務づけ
ることはできません。いただいたご意見については、今
後の手話の普及等の推進にあたり参考とさせていただき
ます。

229 5 502

③情報が分かりやすくして欲しい。 　情報を分かりやすくして欲しい。

1 3

　いただいたご意見については、今後の参考とさせてい
ただき、分かりやすい情報発信に努めてまいります。

247 5 502

政見放送に手話をつけてほしい 　政見放送に手話をつけてほしい

1 4

　現在、すべての政見放送に手話や字幕がついていない
状況となっているところですが、これは国において検討
すべき事項ですので、県の計画への掲載は困難です。
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248 5 502

手話の普及に関して
①我々、川崎市手話サークルでは活動の一環とし
て、年に１回社会見学を行っています。神奈川県総
合防災センターや食品会社の工場の見学コースに
は、ほとんど映像シアターが取り入れられ見学者に
分かりやすく解説いただいております。
　しかし、聴覚障害者にとっては、音声は聞こえ
ず、映像に字幕や手話ワイプがついていないため、
映像シアターの内容が伝わりません。我々が手話で
フォローしようにも室内が暗く手話が見えません。
　今後、官公庁、一般企業の聴覚障害者に対する配
慮が行き届くよう手話普及の推進を望むものであり
ます。

　神奈川県総合防災センターや食品会
社の工場の見学コースには、ほとんど
映像シアターが取り入れられ見学者に
分かりやすく解説されますが、聴覚障
害者にとっては、音声は聞こえず、映
像に字幕や手話ワイプがついていない
ため、内容が伝わりません。室内が暗
く手話が見えません。今後、官公庁、
一般企業の聴覚障害者に対する配慮が
行き届くよう手話普及の推進を望みま
す。

1 3

　いただいたご意見を今後参考にさせていただき、県機
関においては必要かつ合理的な配慮を行ってまいります
とともに、関係機関に対しては手話の使用に関する配慮
について理解いただくよう、手話の普及等を推進してま
いります。

260 5 502

○　一般の人にも手話に興味を持ってもらう必要が
あると思うので、例えば、電車の中のテレビでも手
話で放送、案内ニュースなどをするとよいと思いま
す。

　一般の人にも手話に興味を持っても
らう必要があると思うので、例えば、
電車の中のテレビでも手話で放送、案
内ニュースなどをするとよいと思いま
す。

1 3

　テレビ番組等については、各制作会社等において作成
されており、県の計画で手話通訳者を写すことについて
規定することはできません。いただいたご意見について
は、今後、手話の普及等を進める際の参考とさせていた
だきます。

262 5 502

○　テレビの放送にも字幕や手話通訳が付くことを
希望します。

　テレビの放送にも字幕や手話通訳が
付くことを希望します。

1 3

　県広報番組(tvk：カナフルTV)では、すでに手話を挿
入しています。その他のテレビ番組等については、各制
作会社等において制作されるものであり、県の計画で手
話通訳者を挿入することについて規定することはできま
せん。いただいたご意見については、今後、手話の普及
等を進める際の参考とさせていただきます。等を進める際の参考とさせていただきます。

297 5 502

○　車内アナウンスを手話に訳してドア上のＴＶモ
ニターで表示してほしい。

　車内アナウンスを手話に訳してドア
上のＴＶモニターで表示してほしい。

1 3

　車内アナウンスを手話にしてドア上モニター表示する
ことについては、各電鉄会社等において企画・制作され
ていることから、県の計画で規定することはできませ
ん。いただいたご意見については、今後、手話の普及等
を進める際の参考とさせていただきます。

298 5 502

○　会社で人権啓発等の勉強会時に流れるビデオに
字幕がないので職場のろう者は見ても理解できな
い。すべての人が理解できる勉強資料を作ってもら
いたい。

　会社で勉強会時に流れるビデオに字
幕がないので職場のろう者は見ても理
解できない。すべての人が理解できる
勉強資料を作ってもらいたい。

1 3

　会社内の勉強会で使用されるビデオについては、制作
会社または会社独自で制作されているものと思われます
が、県の計画で手話通訳者をつけるよう義務付けること
はできません。いただいたご意見については、今後、手
話の普及等を進める際の参考とさせていただきます。

314 5 502

○　電車やバスが事故などで止まった場合に字幕の
ついた案内が流れるとよい。

　電車やバスが事故などで止まった場
合に字幕のついた案内が流れるとよ
い。 1 3

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。
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324 5 502

○　テレビニュースには手話通訳をつけてくださ
い。

　テレビニュースには手話通訳をつけ
てください。

1 3

　テレビ番組等については、各制作会社等において作成
されており、県の計画で手話通訳者を写すことについて
義務付けることはできません。いただいたご意見につい
ては、今後、手話の普及等を進める際の参考とさせてい
ただきます。

354 5 502

○　ニュースに手話をつけてほしい。 　ニュースに手話をつけてほしい。

1 3

　テレビ番組等については、各制作会社等において作成
されており、県の計画で手話通訳者を写すことについて
義務付けることはできません。いただいたご意見につい
ては、今後、手話の普及等を進める際の参考とさせてい
ただきます。

371 5 502

映画館で字幕をつけてほしい。 　映画館で字幕をつけてほしい。

1 3

　映画の字幕については、各制作会社または配給会社に
おいて企画等されており、県の計画に掲載して義務づけ
ることはできません。いただいたご意見については、今
後の手話の普及等の推進にあたり参考とさせていただき
ます。

376 5 502

電車に文字情報をつけてほしい。 　電車に文字情報をつけてほしい。

1 3

　電車内の文字情報については、一部電鉄会社等におい
て取り組まれておりますが、各電鉄会社等が企画・制作
するものであることから県の計画で義務付けることはで
きません。いただいたご意見については、今後、手話の
普及等を進める際の参考とさせていただきます。

　③警察職員、消防職員、医療従事者対象の手話講 　警察職員、消防職員、医療従事者対 　いただいたご意見の趣旨については、日常生活におい

15 5 503

習等の機会を拡充し、緊急時において手話による基
本的な対応ができる人材の育成に取り組む必要があ
る。

象の手話講習等の機会を拡充し、緊急
時において手話による基本的な対応が
できる人材の育成に取り組む必要があ
る。
　

702 1

て手話を使用できる機会の充実のなかで計画に位置づけ
ておりますが、いただいたご意見を参考に、今後、手話
の普及等に取り組んでまいります。
　なお、県警察では、窓口職員を中心に手話講習を実施
しており、今後も継続して実施してまいります。医療従
事者対象の講習会や人材育成に対する事業は現在のとこ
ろありませんが、今後の施策運営の参考とさせていただ
きます。

P.15
３　手話を使用しやす
い環境の整備
施策７の記述

35 5 503

　 神奈川県手話推進計画の８ページにある「施策
７　日常生活において手話を使用できる機会の充実
に努めます」県機関において手話による…→県機関
（警察職員、消防職員、医療従事者等）において
手話による…
県機関とは具体的にどこを指すのか明記してほし
い。

　「施策７　日常生活において手話を
使用できる機会の充実に努めます」
で、県機関とは、警察・消防・医療な
ど具体的にどこを指すのか明記してほ
しい。 446 3

　県機関の表記についてですが、例示いただいたうちで
は警察のみが県機関となります。県機関については本庁
所属のほか、県税事務所や保健福祉事務所、県政総合セ
ンターなど数多くの所属がありますので、具体的な所属
名をすべて記載することは考えておりません。なお、消
防や医療については、関係機関に対する働きかけとして
計画に位置づけて普及等を推進してまいります。
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46 5 503

手話を使用しやすい環境の整備について、まず、日
常生活において手話を使用できる機会の充実がろう
者にとってどの程度メリットがあるのか？基本的な
手話が使われるように、とあるが、例えば挨拶と名
前だけ手話を使われてもろう者に大きなメリットは
ない。努力してくれていることに感謝こそすれ、結
局ろう者は筆談なり口話なりでコミュニケーション
をとらなければならない状況に変わりはないのでは
ないか。例えば、外国語ができない人が外国に一人
ぽつんと置かれている状況を考えればわかりやす
い。挨拶や名前程度わかったところで、それ以上は
会話に入れなければ結局寂しい思いをするだけであ
る。
その点、非常時には挨拶や名前だけでも手話が使え
ればろう者は安心するだろう。ろう者は器用なの
で、一筋の安心を基にそこから先の行動を起こすこ
とができる。平常時と緊急事態とではろう者自身の
心構えも違うのである。その辺りのろう者の心情を
考慮して環境を構築願いたい。

　日常生活において手話を使用できる
機会の充実がろう者にとってどの程度
メリットがあるのか？挨拶と名前だけ
手話を使われてもろう者に大きなメ
リットはない。
その点、非常時には挨拶や名前だけで
も手話が使えればろう者は安心するだ
ろう。平常時と緊急事態とではろう者
自身の心構えも違う。ろう者の心情を
考慮して環境を構築願いたい。

1 3

　非常時における手話で意思疎通できる環境の整備につ
いては、計画に記載していますが、いただいたご意見に
ついては、今後の参考とさせていただき、手話の普及等
を推進してまいります。

53 5 503

ろう者の生活について
　総合病院の窓口に選任の手話通訳を常時設置して
ほしい。

　総合病院の窓口に専任の手話通訳を
常時設置してほしい。

1 3

　総合病院の窓口に専任の手話通訳を設置することにつ
いて、県が計画に記載して義務付けることは制度上でき
ません。病院はじめ事業者に対しては、手話の使用に関
して配慮に努めるよう、条例に基づく手話の普及等を推
進してまいります。

55 5 503

　緊急時、消防、警察にすぐにつなげる「ボタン」
のようなものを考えてほしい。

　緊急時、消防、警察にすぐにつなげ
る「ボタン」のようなものを考えてほ
しい。 1 3

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

58 5 503

医療・警察・消防・県市職員の方が手話を学べる手
段をつくってほしい。

　医療・警察・消防・県市職員が手話
を学べる手段をつくってほしい。

1 3

　いただいたご意見の趣旨については、手話の普及とし
て計画に記載しておりますが、具体な取り組み方法等に
ついては、いただいたご意見を参考に、今後検討してま
いります。

63 5 503

・「第5節3手話を使用しやすい環境の整備」で災害
発生等の非常時に言及しています。命に係わる重大
な場面での手話による情報保障について、「第2章
施策の展開　施策8」に書かれている「関係団体等
と連携・協力」では不十分だと思います。制度の充
実について具体的な施策を提示してください。

　災害発生等の非常時、命に係わる重
大な場面での手話による情報保障につ
いて、不十分だと思います。具体的な
施策を提示してください。 1 3

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

67 5 503

・同じく、施策8について、非常時に手話で意志疎
通できることは命に関わる重大事です。制度の充実
を図ることをきちんと盛り込んでください。

　非常時に手話で意志疎通できること
は命に関わる重大事です。制度の充実
を図ることをきちんと盛り込んでくだ
さい。

1 3

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。
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69 5 503

県立病院に手話通訳を雇用してほしい。
事前に個人で通訳を依頼しなくても、いつ行っても
手話通訳が病院にいるという環境をつくってほし
い。

　県立病院に手話通訳を雇用してほし
い。いつ行っても手話通訳が病院にい
るという環境をつくってほしい。

1 3

　県立病院に手話通訳を雇用することについては、県が
計画に記載して義務付けることは制度上できません。県
立病院を運営する県立病院機構に対しては、手話の使用
に関して配慮に努めるよう、働きかけてまいります。

84 5 503

大きな施設の窓口には手話のできる人の常勤を。
各市の市立病院、総合病院の窓口に、手話のできる
人が常勤していて下さると聴覚に障害のある方が、
いつでも病院に行きやすくなります。

　大きな施設の窓口には手話のできる
人の常勤を。市立病院、総合病院の窓
口に、手話のできる人が常勤している
と、いつでも病院に行きやすくなりま
す。

1 3

　総合病院の窓口に専任の手話通訳を設置することにつ
いて、県が計画に記載して義務付けることは制度上でき
ません。病院はじめ事業者に対しては、手話の使用に関
して配慮に努めるよう、条例に基づく手話の普及等を推
進してまいります。

85 5 503

大きな病院には必ず手話のできる人を常時勤務させ
る。

　大きな病院には必ず手話のできる人
を常時勤務させる。

1 3

　病院の窓口に専任の手話通訳を設置することについ
て、県が計画に記載して義務付けることは制度上できま
せん。病院はじめ事業者に対しては、手話の使用に関し
て配慮に努めるよう、条例に基づく手話の普及等を推進
してまいります。

98 5 503

医療、障害者を持つ者の相談窓口を置く。 　医療、障害者を持つ者の相談窓口を
置く。

1 2

障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う方
などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供
与することや、権利擁護のために必要な援助について
は、障害者総合支援法に基づく市町村地域生活支援事業
とされています。計画案には反映していませんが、ご意
見のあった施策等は既に取り組んでいます。見のあった施策等は既に取り組んでいます。

121 5 503

⑨ 非常時の情報伝達は、手話では難しいのではな
いか。むしろ、手話によらなくとも安全確実に伝わ
る手段を検討すべきではないか。

　非常時の情報伝達は、手話では難し
いのではないか。手話によらなくとも
安全確実に伝わる手段を検討すべきで
はないか。

1 3

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

169 5 503

施策８
▼非常時に備えた通常時の環境整備の必要性につい
て
　非常時に意思疎通できる環境を整備するために
は、通常時の環境整備がされていることが必要で
す。非常時には、通常時以上に、人的、物理的、時
間的に制約が大きくなります。その中で、意思疎通
できる環境を保持するためには、通常時には、相当
の環境を整えておく必要があります。
　「非常時であっても機能できるだけの環境」を通
常時に備えもっておく必要がある、という観点で、
環境整備してください。

　非常時に意思疎通できる環境を整備
するためには、通常時の環境整備がさ
れていることが必要です。「非常時で
あっても機能できるだけの環境」を通
常時に備えもっておく必要がある、と
いう観点で、環境整備してください。

1 3

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。
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194 5 503

３．地震等の災害時、電車の事故等、緊急時の情報
がすぐに入ってこない。
　　生死に関わる重大なこともある。

　地震等の災害時、電車の事故等、緊
急時の情報がすぐに入ってこない。生
死に関わる重大なこともある。 1 1

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

P.15
３　手話を使用しやす
い環境の整備
施策８の記述

198 5 503

病院の看護師達も手話を学びろう者が気軽に通院できるようにするべき　病院の看護師達も手話を学びろう者
が気軽に通院できるようにするべき

1 3

　いただいたご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境
の整備のなかで記載しておりますが、具体的な取り組み
方法については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

223 5 503

公共の場所その他で、ろう者と手話や筆談ができる
人がお互いを確認できるようなバッジやリボン(ブ
ルーリボン)のようなものを身につけておけば、災
害その他の時にサポートしやすいと思います。

　公共の場所その他で、ろう者と手話
や筆談ができる人がお互いを確認でき
るようなバッジやリボン(ブルーリボ
ン)のようなものを身につけておけば、
災害その他の時にサポートしやすい。

1 3

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

232 5 503

病気のために病院へ通院や入院の際看護師との会話
に不便を感じています。私は口語や筆談が苦手で
す、話の内容が分かりません。看護師が手話を覚え
てくれたら会話もスムースにできます。

　通院や入院の際、看護師との会話に
不便を感じています。口語や筆談が苦
手で、話の内容が分かりません。看護
師が手話を覚えてくれたら会話もス
ムースにできます。

1 3

　いただいたご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境
の整備のなかで記載しておりますが、具体的な取り組み
方法については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

医療従事者、警察、消防、福祉職員など、それぞれ
に必要となる研修会、また情報共有のため他職種合
同の研修を計画に入れてほしい。

　医療従事者、警察、消防、福祉職員
など、それぞれに必要となる研修会、
また情報共有のため他職種合同の研修

　いただいたご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境
の整備のなかで記載しておりますが、具体的な取り組み
方法については、いただいたご意見を参考に、今後検討235 5 503 同の研修を計画に入れてほしい。 また情報共有のため他職種合同の研修

を計画に入れてほしい。
1 3 方法については、いただいたご意見を参考に、今後検討

してまいります。

339 5 503

　・　自然災害や電車事故など不特定の人々に関わ
るものと病気・怪我、交通事故など個別対応の必要
なものは分けて考える必要があると考えます。
　　　前者については、情報を目視できるディスプ
レーの設置と合わせて、規模の大きい駅では既存の
情報インフラを活用してWIFIとスマホでタイムリー
な情報提供も可能と考えます。

　自然災害や電車事故など不特定の
人々に関わるものと、病気・怪我、交
通事故など個別対応の必要なものは分
けて考える必要がある。
　前者は、情報を目視できるディスプ
レーの設置と合わせて、規模の大きい
駅では既存の情報インフラを活用して
WIFIとスマホでタイムリーな情報提供
も可能と考えます。

1 3

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

347 5 503

○　警察、消防、医療従事者（できれば役所）の
方々が手話を習う機会が必要。

　警察、消防、医療従事者（できれば
役所）の方々が手話を習う機会が必
要。 1 3

　いただいたご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境
の整備のなかで記載しておりますが、具体的な取り組み
方法については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。
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347 5 503

○　非常時に手話で基本的な対応をできる人材の育
成が必要。

　非常時に手話で基本的な対応をでき
る人材の育成が必要。

1 3

　いただいたご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境
の整備のなかで記載しておりますが、具体的な取り組み
方法については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

360 5 503

○　非常時に迅速に要約筆記通訳者を派遣できるよ
うに整備を進めてください。

　非常時に迅速に要約筆記通訳者を派
遣できるように整備を進めてくださ
い。 1 3

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

367 5 503

災害時の情報保障をお願いしたい。 　災害時の情報保障をお願いしたい。

1 1

　非常時に、手話で意思疎通できる環境の整備の促進に
ついては計画に記載しておりますが、具体な取り組み方
法等については、いただいたご意見を参考に、今後検討
してまいります。

P.15
３　手話を使用しやす
い環境の整備
施策８の記述

424 5 503

施策７中「県機関」という言葉がでてくるが、具体
的にしていただきたい。

施策７中「県機関」という言葉がでて
くるが、具体的にしていただきたい。

1 3

　県機関については本庁所属のほか、県税事務所や保健
福祉事務所、県政総合センターなど数多くの所属があり
ますので、具体的な所属名をすべて記載することは考え
ておりませんが、「県庁及び出先機関」と記載しており
ます。

17 5 506

　⑤事業者、学校に対し、手話、ろう者についての
知識や理解を促進する方法についての助言を行うこ
とが必要である。

　事業者、学校に対し、手話、ろう者
についての知識や理解を促進する方法
についての助言を行うことが必要であ
る。

687 3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで記載しており
ますが、具体的な取り組み方法については、いただいた
ご意見を参考に、今後検討してまいります。

る。

66 5 506

・「3手話を使用しやすい環境の整備」の施策7につ
いて、県に限らず、公的機関、病院、学校、一般企
業など、聴覚障害者が関わる場所で、新採用職員研
修や現任研修の1単位として「聴覚障害者の理解」
や「手話」を取り入れてください。

　県に限らず、公的機関、病院、学
校、一般企業など、聴覚障害者が関わ
る場所で、新採用職員研修や現任研修
に「聴覚障害者の理解」や「手話」を
取り入れてください。

1 3

　県でない機関が実施する研修カリキュラムについて、
県の計画で規定することはできません。
　いただいたご意見については、手話の普及等の推進に
あたり、今後の参考にさせていただきます。

267 5 506

○聴こえる人にとって、「聴こえない生活」という
のはほとんど理解されてないと思います。町でも病
院でも学校でも、“ろう者が困っていること”な
ど、アピールできるツールや機会があればよいなと
思います。

　聴こえる人にとって、「聴こえない
生活」というのはほとんど理解されて
ないと思います。町でも病院でも学校
でも“ろう者が困っていること”な
ど、アピールできるツールや機会があ
ればよいなと思います。

1 3

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。いただいた
ご意見については、今後の具体な取り組みを進めていく
際の参考とさせていただきます。

425 5 506

警察署や市役所、消防署、病院などの公的なところ
にはぜひ手話をもう少し強くPRしてほしい。

警察署や市役所、消防署、病院などの
公的なところにはぜひ手話をもう少し
強くPRしてほしい。 1 3

　行政機関に対する手話の普及推進については、手話を
使用しやすい環境の整備で計画に記載しておりますが、
具体な取り組み方法等については、いただいたご意見を
参考に、今後検討してまいります。
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383 5 507

盲ろう者は手話だけでなく、様々なコミュニケー
ション方法があるので、それを知ってほしい。

　盲ろう者は手話だけでなく、様々な
コミュニケーション方法があるのを
知ってほしい。 1 1

　盲ろう者のコミュニケーション方法について、ご意見
を踏まえて追記しました。 P.8

第４節　手話をとりま
く現状
＜盲ろう者について＞

386 5 507

盲ろう者の使用するコミュニケーション手段は手話
だけではないことを広めてほしい。盲ろう者が抱え
る困難さを記載してほしい。

　盲ろう者の使用するコミュニケー
ション手段は手話だけではないことを
広めてほしい。盲ろう者が抱える困難
さを記載してほしい。

1 1

　盲ろう者のコミュニケーション手段や抱えていらっ
しゃる困難さについて、ご意見を踏まえて追記しまし
た。

P.8
第４節　手話をとりま
く現状
＜盲ろう者について＞

16 5 508

　④雇用、就業及び教育の場面において、手話によ
る情報提供、意思疎通が行われ、ろう者が社会で
いっそう活躍できる仕組みづくりに取り組む必要が
ある。

　雇用、就業及び教育の場面におい
て、手話による情報提供、意思疎通が
行われ、ろう者が社会でいっそう活躍
できる仕組みづくりに取り組む必要が
ある。

690 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

働くろう者の将来の夢を描けるようにしてください。
障害者雇用促進法では民間企業の場合、従業員の2.0％以上の
障害者雇用が義務つけられています。平成27年度の統計によ
ると、県内での実雇用率は増加しているかのように見えます
が、働くろう者の実態はどうでしょうか？　手話で会話がで
きないため、閑職に配属されるか、あるいは昇格もなくいつ
までも平社員のままでいるほうが多いのではないか。これで
はろう者は将来の夢を描くことができません。
障害者の雇用率は単に増えればそれでいいものではありませ
ん。ろう者が、個人経営ならともかく仕事で成功して大手会
社のエリート社員になったり、ひとかどの会社の社長になっ

　働くろう者の将来の夢を描けるよう
にしてください。障害者の雇用率は単
に増えればいいものではありません。
ろう者が生き生きと仕事に励み、将来
の夢を持って職場に定着できるように
し、かつ健聴者なみの労働力とするた
めには、ろう者が安心して働ける職場
環境づくりが必要。ろう者を理解して
もらうための施策、手話通訳者の派
遣、アドバイザーの派遣などの施策

　ろう者を含めた障害者の就労促進については、障害者
総合支援法等において取り組まれる内容ですが、ろう者
が安心してはたらける環境づくりについては、手話を使
用しやすい環境の整備のなかで記載しています。具体的
な取り組み方法等については、いただいたご意見を参考
に、今後検討してまいります。

108 5 508

社のエリート社員になったり、ひとかどの会社の社長になっ
た例はいまだに聞いたことがありません。当然、県はこの問
題を見落としてはならないと思います。
ろう者は、外見上では健聴者と変わらないため、企業就職し
ても、そのろう者の性格、能力の是非など様々な誤解を招き
やすく、就職早々から人間関係のトラブルに発展し、ストレ
スをかかえ、心の病にかかったり、仕事への意欲をなくし辞
めてしまうろう者が後を絶ちません。ろう者が仕事を覚える
ことが困難ということは、本人の持つ仕事能力が十分に発揮
できず、社会にとっても労働力低下につながります。かつ、
給料も当然低くなり、生活費に足りない部分は障害基礎年金
に頼らざるを得ない状況となっています。
ろう者が生き生きと仕事に励み、将来の夢を持って職場に定
着できるようにし、かつ健聴者なみの労働力とするために
は、ろう者を雇用している、またはこれから雇用しようとし
ている企業は、ろう者が安心して働ける職場環境づくりが必
要となります。そのためには、手話言語条例をもって企業に
対し、ろう者を理解してもらうための施策、あるいはろう者
が受ける社内研修や会議のための手話通訳者の派遣、あるい
はろう者問題に精通している人間によるアドバイザーの派遣
などの施策を、強力に推進する必要があるのではないでしょ
うか。

遣、アドバイザーの派遣などの施策
を、強力に推進する必要がある。

1 3
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188 5 508

３－（１）７
手話の使用が評価を下げるのではと不安に思い、採
用面接や就職後も手話使用を控えるろう者が少なか
らずいます。
事業者の理解促進を徹底してください。

　手話が評価を下げるのではと不安に
思い、採用面接や就職後も手話使用を
控えるろう者が少なからずいます。事
業者の理解促進を徹底してください。 1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

194 5 508

４．コミュニケーションが問題となり、就労可能な
職場が限定されている。
　　給与、昇進など待遇面でも劣ってしまう。

　コミュニケーションが問題となり、
就労可能な職場が限定されている。給
与、昇進など待遇面でも劣ってしま
う。 1 5

 給与や昇進などの処遇については各企業等が定める就
業規則に基づきなされるものですが、この計画により、
ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重
しあいながら共生することのできる地域社会の実現を目
指し、手話の普及等を進めてまいります。

200 5 508

３　ろう者が働きやすいように民生委員が働きかけ
てもらいたい。

　ろう者が働きやすいように民生委員
が働きかけてもらいたい。

1 4

　民生委員の職務は民生委員法で定められていますの
で、計画に記載することはできません。
　いただいたご意見については、手話の普及等の推進に
あたり、今後の参考にさせていただきます。

225 5 508

1「3手話を使用しやすい環境の整備」に関して
・ろう者が一層活躍できる社会にするために手話に
よる情報提供、意思疎通が行われる仕組み作りに取
り組む必要がある。

　ろう者が一層活躍できる社会にする
ために、手話による情報提供、意思疎
通が行われる仕組み作りに取り組む必
要がある。 1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

・事業者、学校等に対し、手話、ろう者についての
知識や理解を促進するための方法についての助言を

　手話、ろう者についての知識や理解
を促進するための方法について助言を

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、

226 5 508

知識や理解を促進するための方法についての助言を
行うことが必要である。と考えるが、特に企業、事
業所に対しての具体的な取り組みが見えない。(障
害者雇用率を達するように指導するだけでなく)聴
覚障害者を雇用している企業、また企業で働く聴覚
障害者に対して以下のことを行うよう要望します。
①条例の認知度調査
雇用者と従業員に対して、手話言語条例の認知度を
調査する。実施初年度と5年後の最終年度で変化し
たかを把握する。
②雇用者と従業員それぞれに対して、どのような手
段でコミュニケーションを行っているのか調査す
る。
③仕事や事務の伝達、資格制度、社員研修、組合活
動、親睦会など、会社生活で考えられる場面におけ
る「合理的な配慮」の現状とこれからの施策を提言
する。

を促進するための方法について助言を
行うことが必要である。特に企業、事
業所に対しての具体的な取り組みが見
えない。聴覚障害者を雇用している企
業、また企業で働く聴覚障害者に対し
て手話言語条例の認知度等調査や提言
が必要。

1 3

載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

230 5 508

④高齢ろう者が安心できる働き場所をつくってほし
い。

　高齢ろう者が安心できる働き場所を
つくってほしい。

1 2

　ろう者を含めた障害者の就労促進については、障害福
祉施策のなかで取り組まれていますので、この計画で雇
用創出にかかる記載をすることは考えておりません。
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381 5 508

ろう者が仕事をする環境の整備について、県庁が率
先して行っていただきたい。

　ろう者が仕事をする環境の整備につ
いて、県庁が率先して行っていただき
たい。

1 2

　ろう者を含めた障害者の就労促進については、障害福
祉施策のなかで取り組まれていますので、この計画で雇
用創出にかかる記載をすることは考えておりません。

390 5 508

会社で情報が入ってこない。手話で情報交換できる
環境がほしい。

　会社で手話で情報交換できる環境が
ほしい。

1 3

　会社内の環境整備については、各会社において検討さ
れるべきものですので計画には記載しませんが、いただ
いたご意見の趣旨を踏まえ、手話の普及等の推進に取り
組んでまいります。

404 5 508

ろう者で社会進出している人は一部で多くは肩身の
狭い思いをして不自由な生活をしている。
・生活の向上のため働ける環境を作る
・手話を共通化して自信を持って使えるようにす
る。
・ろう者の手話は本物で価値があるが、ろう者自身
が社会へ出たがらない。「ろう協」の組織を生かし
て活躍する人を増やしてほしい。

　ろう者で社会進出している人は一部
で、多くは肩身の狭い思いをして不自
由な生活をしている。

1 5

　この計画により、ろう者とろう者以外の方が相互にそ
の人格と個性を尊重しあいながら共生することのできる
地域社会の実現を目指し、手話の普及等を進めてまいり
ます。

７　高齢ろう者、重複障害を持つろう者について
　①現在、県内には手話でサービス、支援を設けら
れるような、高齢ろう者、重複障害を持つろう者に
特化した高齢者。障害者施設や事業所は皆無であ
り、高齢ろう者、重複障害を持つろう者は十分な
サービスや支援を受けられないままにいるので、そ
ういった状況を解消させるために、高齢ろう者、重

　現在、県内には、高齢ろう者、重複
障害を持つろう者に特化した施設や事
業所は皆無であり、手話でコミュニ
ケーションでき、必要な支援を受けら
れる施設及び支援サービス体制を整備
することが必要である。

特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）では、視覚、
聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者又は
精神障害者である入所者が一定数以上である施設におい
て、そうした入所者に対する生活支援に関し専門性を有
する職員を配置した場合に、介護報酬を加算する仕組み
が設けられています。
　また、指定障害福祉サービス事業所等については、生30 5 509 ういった状況を解消させるために、高齢ろう者、重

複障害を持つろう者が手話でコミュニケーションで
き、必要な支援を受けられる施設及び支援サービス
体制を整備することが必要である。

683 2 　また、指定障害福祉サービス事業所等については、生
活介護や就労継続支援等の日中活動系サービス事業所の
ほか、障害者グループホームや障害者支援施設等で、視
覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数
以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が一
定数以上配置されている場合に、障害福祉サービス報酬
を加算する仕組みが設けられています。

31 5 509

　②高齢ろう者、重複障害を持つろう者のための施
設の整備を進める必要がある。

　高齢ろう者、重複障害を持つろう者
のための施設の整備を進める必要があ
る。

684 2

　福祉サービス施設の整備については、介護保険サービ
スや障害福祉サービスの制度のなかで検討されるべきも
のであり、各法令等に基づく別の計画により供給量等を
お示ししておりますので、この計画に記載することは考
えておりません。

32 5 509

　③高齢ろう者、重複障害を持つろう者のための支
援サービスの実施を促進する必要がある。

　高齢ろう者、重複障害を持つろう者
のための支援サービスの実施を促進す
る必要がある。

683 2

　福祉サービス提供については、介護保険サービスや障
害福祉サービスの制度のなかで検討されるべきものであ
り、各法令等に基づく別の計画により供給量等をお示し
しておりますので、この計画に記載することは考えてお
りません。
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84 5 509

老人施設、介護施設もこれからの高齢化社会を考え
ると手話によるコミュニケーションが今よりずっと
必要になると思われるので、手話のできる人の常勤
を考えていただけるよう要望致します。（現在窓口
業務の方にぜひ手話研修をお願いしたいと思いま
す）

　老人施設、介護施設も高齢化社会を
考え、手話によるコミュニケーション
が今よりずっと必要になると思われる
ので、手話のできる人の常勤を要望し
ます。

1 3

　特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）では、視
覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者
又は精神障害者である入所者が一定数以上である施設に
おいて、そうした入所者に対する生活支援に関し専門性
を有する職員を配置した場合に、介護報酬を加算する仕
組みが設けられていますが、常勤職員として雇用するか
どうかは、各事業所が決定すべきものですので、計画に
記載することはできません。
いただいたご意見については、今後の参考とさせていた
だきます。

86 5 509

老人施設介護施設にも手話のできる人を常勤させて
ほしい。

　老人施設介護施設にも手話のできる
人を常勤させてほしい。

1 3

　特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）では、視
覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者
又は精神障害者である入所者が一定数以上である施設に
おいて、そうした入所者に対する生活支援に関し専門性
を有する職員を配置した場合に、介護報酬を加算する仕
組みが設けられていますが、常勤職員として雇用するか
どうかは、各事業所が決定すべきものですので、計画に
記載することはできません。
いただいたご意見については、今後の参考とさせていた
だきます。

高齢ろう者、口話で生きてきた者に手話を学ぶ場を
与えて老人ホーム等でも楽しく暮らせるように。

　高齢ろう者、口話で生きてきた者に
手話を学ぶ場を与えて老人ホーム等で

 ご意見の趣旨は、手話の普及のなかで記載しておりま
すが、具体な取り組み方法等については、いただいたご

101 5 509

与えて老人ホーム等でも楽しく暮らせるように。 手話を学ぶ場を与えて老人ホーム等で
も楽しく暮らせるように。 1 3

すが、具体な取り組み方法等については、いただいたご
意見を参考に、今後検討してまいります。

102 5 509

聴力障害２級　小学４年のとき失聴でそれまで健聴
で声はあり会話できる。
高齢化で視力低下の為ノートテイクがほしい
○聴力、視力他重複障害を考えて
○電話、パソコン等使えない者も多い
　ＦＡＸ番号も必ず書いてほしい

　中途聴覚障害で会話はできるが、高
齢化で視力低下の為ノートテイクがほ
しい。重複障害を考えて、電話、パソ
コン等使えない者も多い。ＦＡＸ番号
も必ず書いてほしい

1 3

　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普
及等に関する基本的な方向性を定めたものですので、
ノートテイクの提供について具体的な記載は考えており
ません。いただいたご意見については、今後の参考とさ
せていただきます。

71



意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

167 5 509

▼聴覚障害者への相談事業について
　高齢の聴覚障害者には学齢期に学校教育を受ける
機会を得られなかった方や手話を知る機会が得られ
ず、日本語、手話ともに十分に獲得出来なかった方
がいます。また、長年にわたり情報を十分に得られ
なかったことや周囲の無理解によって生活上の課題
を抱えている場合があります。
　行政には各種の生活上の問題に対して様々な相談
機関がありますが、このような相談機関は、聴覚障
害者の背景に対する理解が乏しいことに加え、コ
ミュニケーション上の制約があります。
　推進計画には、各種相談機関への理解促進と共
に、聴覚障害者に対する専門的な相談事業の拡充を
記載する必要があります。

　高齢の聴覚障害者には、日本語、手
話ともに十分に獲得出来なかった方が
います。また生活上の課題を抱えてい
る場合があります。行政には各種の生
活上の問題に対して様々な相談機関が
ありますが、聴覚障害者の背景に対す
る理解が乏しいことに加え、コミュニ
ケーション上の制約があります。
　推進計画には、各種相談機関への理
解促進と、聴覚障害者に対する専門的
な相談事業の拡充を記載する必要があ
ります。

1 3

　行政窓口における対応については、障害者差別解消法
に基づき各自治体が取り組むべき内容でありますので、
計画で手話が分かる行政職員の配置について記載する予
定はありません。いただいたご意見については、今後の
参考とさせていただきます。

168 5 509

▼盲ろう者（児）、ろう重複障害（児）者、ろう高
齢者が利用できる制度に関する施策について
　盲ろう者（児）、ろう重複障害（児）者、ろう高
齢者など手話を使用する方々は、手話に対応した
サービスが提供されていない、あるいは、社会資源
がそもそも存在していないがために本来、利用する
権利があるはずのサービスを提供されていない状況
にあります（手話で会話できる老人ホームや、在宅
介護事業所、地域福祉作業所など）。
　これらのサービスを聴者と同等に利用できるよう
するための取組みを施策に含めてください。

　盲ろう者（児）、ろう重複障害
（児）者、ろう高齢者など手話を使用
する方々は、手話に対応したサービス
が提供されていない、あるいは、社会
資源がそもそも存在していないがため
に本来、利用する権利があるはずの
サービスを提供されていない状況にあ
ります。聴者と同等に利用できるよう
にするための取組みを施策に含めてく
ださい。

1 3

　福祉サービス提供については、介護保険サービスや障
害福祉サービスの制度のなかで検討されるべきものです
あり、各法令等に基づく別の計画によりお示ししており
ますので、この計画に記載することは考えておりませ
ん。なお、障害福祉サービスについては、国社会保障審
議会 障害者部会報告書「障害者総合支援法施行３年後
の見直しについて平成27年12月14日）」では、「意思疎
通支援については、基本的に現行の支援の枠組みを継続
しつつ、盲ろう、失語症など障害種別ごとの特性やニー
ズに配慮したきめ細やかな見直しを行うべき」とされて
おり、この報告書に基づく取扱い等について、今後、国するための取組みを施策に含めてください。 おり、この報告書に基づく取扱い等について、今後、国
において明らかにするものと思われます。
いただいたご意見については、今後の参考とさせていた
だきます。

177 5 509

○現在、介護を受けるには基本的に契約が必要とな
りますが、
　現在の主な高齢者層と思われる昭和一桁～二桁の
方々には　差別等を強くうけ、文字・文章の理解が
大変か方々が多くおり、「契約する」ということは
大きな困難が伴います。
　高齢の聴覚障害者向け施設が根本的に少なすぎる
問題もありますが、　「契約することの困難さ」に
ついてはすぐにでも解決が望まれる命題と思いま
す。

　介護を受けるには基本的に契約が必
要となりますが、現在の主な高齢者層
と思われる昭和一桁～二桁の方々には
差別等を強くうけ、文字・文章の理解
が大変か方々が多くおり、大きな困難
が伴います。高齢の聴覚障害者向け施
設が根本的に少なすぎる問題もありま
すが、「契約することの困難さ」はす
ぐにでも解決が望まれる命題と思いま
す。

1 3

　意思決定支援については、支援の必要な方の状況に応
じて成年後見制度の利用などが望まれる場合もあります
ので、この計画で契約の課題や解決方法等について具体
に記載することは考えておりません。今後、いただいた
ご意見を参考にさせていただきながら、手話の普及等を
進め。ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性
を尊重しあいながら共生することのできる地域社会の実
現を目指してまいります。
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213 5 509

小田原では高齢ろう者が増えています。将来介護
サービスを利用する手話のできる介護士が増えたら
ありがたいと思います。

　高齢ろう者が増えています。将来介
護サービスを利用する手話のできる介
護士が増えたらありがたいと思いま
す。

1 3

　特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）では、視
覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者
又は精神障害者である入所者が一定数以上である施設に
おいて、そうした入所者に対する生活支援に関し専門性
を有する職員を配置した場合に、介護報酬を加算する仕
組みが設けられています。介護職員の雇用や配置は各事
業所で決定されるものですが、いただいたご意見につい
ては、今後の手話の普及等の参考とさせていただきま
す。

215 5 509

ろう者が社会活動、活躍できるために就職、仕事及
び学校などで手話による情報提供や意思疎通ができ
る環境を整えてほしい。

　ろう者が社会活動、活躍できるため
に就職、仕事及び学校などで手話によ
る情報提供や意思疎通ができる環境を
整えてほしい。

1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

363 5 509

高齢のろう者専用の施設が必要。また、どこにいっ
ても手話通訳者の配置をお願いしたい。

　高齢のろう者専用の施設が必要。ど
こにいっても手話通訳者の配置をお願
いしたい。

1 3

　高齢の方への福祉サービス施設の整備については、介
護保険制度のなかで検討されるべきものであり、法令等
に基づく別の計画により供給量等をお示ししております
ので、この計画に記載することは考えておりません。ま
た、特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）では、視
覚、聴覚若しくは言語機能に障害のある者、知的障害者
又は精神障害者である入所者が一定数以上である施設に
おいて、そうした入所者に対する生活支援に関し専門性
を有する職員を配置した場合に、介護報酬を加算する仕
組みが設けられていますが、常勤職員として雇用するか
どうかは、各事業所が決定すべきものですので、計画にどうかは、各事業所が決定すべきものですので、計画に
記載することはできません。
いただいたご意見については、今後の手話の普及等の参
考とさせていただきます。

370 5 509

高齢のろう者がコミュニケーションをとれるように
してほしい。

　高齢のろう者がコミュニケーション
をとれるようにしてほしい。

1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

73



意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

406 5 509

１ろう者に対する素案計画全て書かれていること、
同意します。
２次に標記する計画も進めてください。
私は現在75歳で、H13年4月強いストレスから突発性
難聴になり、入院したり治療していますが、４つの
音の耳鳴りと難聴で人と話せず電話も取れません。
補聴器はつけていますが響いてコミュニケーション
が取れず孤独になります。聞こえないのはろう者と
同じです。中途失聴者から
①手話も分からず聞こえないので「目」で確認が一
番
②名前呼ばれても分からない(今病院へ行くのがつ
らいです)
③もっと高齢になっても楽しい施設、老後の生活の
安全等そういう場所がほしい。旅行、ハイキング、
映画、食事会ができるところ等ぜひつくってほし
い。
④要約筆記者が公の場所にぜひ居てほしいです。

　ろう者に対する素案計画全て書かれ
ていること、同意します。
　中途失聴者も聞こえないのはろう者
と同じ。高齢になっても楽しい施設、
老後の生活の安全等そういう場所がほ
しい。要約筆記者が公の場所にぜひ居
てほしい。

1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

426 5 509

ホームヘルパーや老人ホームの職員もぜひ、盲ろう
者とコミュニケーションがとれるようにしていただ
きたい。

ホームヘルパーや老人ホームの職員も
ぜひ、盲ろう者とコミュニケーション
がとれるようにしていただきたい。

1 3

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。なお、いた
だいたご意見は、今後の具体な取り組みに向けた参考と
させていただきます。

427 5 509

「神奈川県盲ろう者インターナショナル施設セン
ター」のようなものをつくり、そこで盲ろう者に関
する相談、派遣事業、養成、就労訓練などの一貫し
た施設を作っていただきたい。

「神奈川県盲ろう者インターナショナ
ル施設センター」のようなものをつく
り、そこで盲ろう者に関する相談、派
遣事業、養成、就労訓練などの一貫し
た施設を作っていただきたい。

1 4

　障害福祉サービスについては、障害者総合支援法のな
かで検討されるべきものですので、この計画に記載する
ことは考えておりません。なお、障害福祉サービスにつ
いては、国社会保障審議会 障害者部会報告書「障害者
総合支援法施行３年後の見直しについて平成27年12月14
日）」では、「意思疎通支援については、基本的に現行
の支援の枠組みを継続しつつ、盲ろう、失語症など障害
種別ごとの特性やニーズに配慮したきめ細やかな見直し
を行うべき」とされており、この報告書に基づく取扱い
等について、今後、国において明らかにするものと思わ
れます。
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48 5 510

普及、学習振興、環境整備、に加えてもう１つ、現在の若いろう者の状況
を踏まえて意見を述べさせていただきたい。
現在、新生児スクリーニングがなされ、新生児で聞こえの程度がかなりの
精度で分かるようになった。新生児スクリーニングは医療機関で実施され
る。医療機関では聞こえないもしくは聞こえにくいことが分かった時点
で、まず最初に人工内耳を勧めるのが昨今の現状である。ここに大きな問
題があると考えている。医療機関は人工内耳の埋め込み手術及び術後経過
に責任を持つが、術後経過に特に問題がなければそれで医療機関としては
問題無しとして関与を終える。
人工内耳を埋め込まれた子供たちと保護者はこれで聞こえについては大き
な問題がなくなったと思い込み、それ以上のアクションを起こさない。実
際には人工内耳を活用するためには、それなりの訓練が必要であり、その
訓練はある程度の覚悟がないと継続的に実施することは困難なものであ
る。その辺りの説明なり理解がない医療機関が実態としては多く、結果的
に中途半端な訓練で大きくなり、人工内耳が期待通りに機能しないケース
が散見される。そのような子供たちは大きくなるにつれて、健聴者との生
活等が難しくなり、ろう学校で手話に出会う、ということが多い。子供た
ちはろう者の中で手話を習得していくが、保護者は人工内耳があるのだか
ら、と聴覚活用にしがみつき手話学習の機会が遅れてしまう。このような
ケースは最近は非常に多い。統計を取っているわけではないので感覚的に
しかわからないが、人工内耳を埋め込まれた子供たちのうち、少なくとも
半数、７割～８割くらいは小中学校のうちに手話に出会い、手話で生活を
するようになる。しかし保護者はそのような実態を知らない（医療機関で
問題ないと判断されたためあまり興味を示さない）ため、相変わらず音声
で子供たちとコミュニケーションを取ろうとする。このように保護者の考
えが不足してしまい、子供たちの手話環境が悪化しているケースは非常に
多い。
もし、医療機関で人工内耳という選択肢はあるが、健聴者のように聞こえ
るようにはならない、それなりの訓練が必要、という情報提供とともに、
ろう者や手話による方法があることを伝えられたら、上記のようなケース
は減り、結果的に子供たちにとってより良い成長環境が整えられるのでは
ないだろうか。医療機関は人工内耳の手術をすることにより、保険点数で
収入が増えるので是が非でもやりたいのだろうが、実態として人工内耳は
技術的にまだまだ未熟であることを考えると、医療機関に対して、適正な
情報提供を促す施策が必要と考える。
それは保険点数と同等のモチベーションを持たせる施策である必要があ
り、なかなか難しいが、実態を鑑みるに必要な施策だと思う。ぜひご検討

　医療機関では最初に人工内耳を勧め
るのが昨今の現状である。保護者は人
工内耳があるのだから、と聴覚活用に
しがみつき手話学習の機会が遅れてし
まう。子どもたちの手話環境が悪化し
ているケースは非常に多い。医療機関
で人工内耳はそれなりの訓練が必要、
という情報提供とともに、ろう者や手
話による方法があることを伝えられた
ら、結果的に子供たちにとってより良
い成長環境が整えられるのではない
か。医療機関に対して、適正な情報提
供を促す施策が必要。

1 4

　医師等医療の担い手は、医療の提供に当たり、適切な
説明を行うことが義務付けられていますが、その説明内
容について県が指導や誘導を行うことはできません。

り、なかなか難しいが、実態を鑑みるに必要な施策だと思う。ぜひご検討
いただきたい。

81 5 510

手話が出来るところを増やしてほしいです。
地元海老名市では店員に商品の場所を聞くと
「？？？？」な顔をされますので
仕方なくこちらから紙を出して説明をしますが横浜
市や川崎市に行ったときに
商品の場所を聞いたら素早く店員側から紙を出し
「何をお探しですか」
と書いてくれたときはすごく違いを感じ感激をして
しまいました
ろう者との接客も経験があるのだろうが、すごく安
心が出来ると思いました。
横浜や川崎だけでなく、他の市にも増やしてほしい
です。

　手話が出来るところを増やしてほし
い。商品の場所を聞いたら素早く店員
側から紙を出し「何をお探しですか」
と書いてくれたときは感激をしまし
た。すごく安心が出来ると思いまし
た。他にも増やしてほしいです。

1 1

　いただいたご意見の趣旨は、手話の普及、手話を使用
しやすい環境の整備として計画に記載してあります。ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、手話の普及等を進めてまいります。

P.11～12
第２章　施策の展開
（１）手話への理解促
進
（２）手話の普及推進
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意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

194 5 510

聴覚障害者がいつでもどこでも健聴者と同じように
生活が出来るよう手話が常にある社会となって欲し
い。そのために日々の暮らしの中で不便に感じてい
ると思われることを記しますので、手話言語条例の
素案の中に具体的な施策を入れてください。
１．救急車両の要請、病院の診察、お店での注文、
タクシーの乗車、役所での手続き、行事への参加な
ど、日常のあらゆるところで意思の伝達が困難であ
る。
２．町内会、学校の保護者会の会議等で、内容が分
からない。自分の意見が言えない。多数の中で孤立
してしまう。

　救急車両の要請、病院の診察、お店
での注文、タクシーの乗車、役所での
手続き、行事への参加など、日常のあ
らゆるところで意思の伝達が困難であ
る。町内会、学校の保護者会の会議等
で、内容が分からない。自分の意見が
言えない。多数の中で孤立してしま
う。

1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

251 5 510

○手話マークを作って（シール、ワッペン）
　区役所、銀行、お店等にはって幅広く興味を持っ
てもらえると良いですね。

　手話マークを作って（シール、ワッ
ペン）、区役所、銀行、お店等にはっ
て幅広く興味を持ってもらえると良い
ですね。

1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

255 5 510

○　公共の場にはかならず一人は通訳又は手話を使
える人がいてほしい。

　公共の場にはかならず一人は通訳又
は手話を使える人がいてほしい。

1 3

　公共の場における対応については、障害者差別解消法
に基づき各自治体等が取り組むべき内容でありますの
で、計画では手話通訳又は手話が分かる職員を必ず配置
することについて記載する予定はありません。いただい
たご意見については、今後の参考とさせていただきま
す。

○　ろう者の中には文章が苦手でコミュニケーショ
ン方法が手話のみの人も多くいます。緊急時でも手

　ろう者には文章が苦手でコミュニ
ケーション方法が手話のみの人も多く

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、

268 5 510

ン方法が手話のみの人も多くいます。緊急時でも手
話でコミュニケーションできるような仕組みづくり
が必要だと思います。手話通訳者が現地に来られな
くてもネットワークを介してコミュニケーションを
とるなど、色々な技術を駆使してどこでも手話で会
話できる環境があるとよいと思います。

ケーション方法が手話のみの人も多く
います。緊急時でも手話でコミュニ
ケーションできる仕組みづくり、手話
通訳者が来られなくてもネットワーク
を介してコミュニケーションをとるな
ど、色々な技術を駆使してどこでも手
話で会話できる環境があるとよい。

1 3

載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

272 5 510

○　公的な機関（役所、病院、銀行等）に手話通訳
を設置してほしい。手話通訳者が足りないなら、テ
レビ電話機能を使って手話通訳者とつないでほし
い。

　公的な機関（役所、病院、銀行等）
に手話通訳を設置してほしい。手話通
訳者が足りないなら、テレビ電話機能
を使って手話通訳者とつないでほし
い。 1 3

 公共の場における対応については、障害者差別解消法
に基づき各自治体等が取り組むべき内容でありますの
で、計画では県主催事業の派遣について記載しておりま
す。なお、テレビ電話機能など情報通信技術の活用につ
いては、手話を活用しやすい環境の整備で記載しており
ますますが、具体な取り組み方法等については、いただ
いたご意見を参考に、今後検討してまいります。

282 5 510

○　公的な場で手話ができる方の目印が必要と思
う。

　公的な場で手話ができる方の目印が
必要と思う。

1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。
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286 5 510

○　商店などに「手話ＯＫ」のポスターをはり、店
主にも手話の普及をお願いする。

　商店などに「手話ＯＫ」のポスター
をはり、店主にも手話の普及をお願い
する。 1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

300 5 510

○　会社、施設等の受付に手話のできる人を設置、
又は手話の指導を強化してほしい。

　会社、施設等の受付に手話のできる
人を設置、又は手話の指導を強化して
ほしい。

1 3

 会社や施設等における職員の配置については、各会社
等で決定すべきことですので計画に記載することは考え
ておりませんが、県民生活の各場面において、基本的な
手話が使われ、基本的な対応ができるように、民間事業
者、関係機関に対して幅広く働きかけ、手話やろう者へ
の理解の促進を行うことについて計画に記載しました。

317 5 510

○　手話技術がある一定の基準を満たしていれば、
目立つ場所に目印をつける。（ろう者だけがわかる
ようなもの）
○　お店の看板に、当店には手話スタッフがいます
という目印をつける。

　手話技術がある一定の基準を満たし
ていれば、目立つ場所に目印をつけ
る。（ろう者だけがわかるようなも
の）お店の看板に、当店には手話ス
タッフがいますという目印をつける。

1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

321 5 510

○　鉄道を利用する際に行き先表示が複雑なので、
ろう者に手話で説明する人が必ず必要だと思う。

　鉄道を利用する際に行き先表示が複
雑なので、ろう者に手話で説明する人
が必要だと思う。 1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

○　耳が聞こえず、口話で暮らす人の不安や悩みを
分かち合える場と、それによって手話による意思の

　耳が聞こえず、口話で暮らす人の不
安や悩みを分かち合える場と、それに

 手話が独自の言語であり、ろう者とろう者以外の方が
相互にその人格と個性を尊重しあいながら共生すること P.2～3

第１章　計画の概要

328 5 510

分かち合える場と、それによって手話による意思の
疎通の良さを理解してもらう場を作ってください。

安や悩みを分かち合える場と、それに
よって手話による意思の疎通の良さを
理解してもらう場を作ってください。 1 1

相互にその人格と個性を尊重しあいながら共生すること
のできる地域社会の実現のために必要な言語であること
についての普及啓発とともに手話の普及等を推進してま
いります。

第１章　計画の概要
第１節　計画策定の趣
旨・背景
第２節　計画が目指す
もの

360 5 510

○　手話をとりまく環境は日ごとに理解が進みうら
やましい限りですが、我々中途失聴者、難聴者の存
在も忘れないでください。

　手話をとりまく環境は日ごとに理解
が進みうらやましい限りですが、我々
中途失聴者、難聴者の存在も忘れない
でください。

1 3

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、いただいたご意見を今後の参考にさせていただ
き、手話の普及等を進めてまいります。

362 5 510

手話サークルで８年活動していますが、完璧に理解
することは不可能です。
地域のろう者に定期的に学びの場を作ってもらい、
日曜日など小さなお子様からお年寄りまで自由に参
加できるようにして長く学べるようにすれば会話が
できるくらいになるのではないかと思います。サー
クル員もお手伝いします。

　地域のろう者に定期的に学びの場を
作ってもらい、自由に参加できるよう
にして長く学べるようにすれば会話が
できるくらいになるのではないかと思
います。 1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。
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379 5 510

県のホームページ等で人工内耳についての正しい情
報提供が必要。

　県のホームページ等で、人工内耳に
ついての正しい情報提供が必要。

1 3

　医師等医療の担い手は、医療の提供に当たり、適切な
説明を行うことが義務付けられています。県ホームペー
ジ等で人工内耳の情報を提供することについて、手話の
普及等に関して定める本計画に掲載することは考えてお
りません。
いただいた意見は今後の参考にさせていただきます。

399 5 510

聴覚障害者はインターホンに声を出せません。声を
かけないとでてくれません。無言でも聴覚障害者と
分かるように、周知、配慮してもらいたいです。

　聴覚障害者はインターホンに声を出
せません。声をかけないとでてくれま
せん。無言でも聴覚障害者と分かるよ
うに、周知、配慮してほしい。

1 3

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいりますが、聴覚障害
者と分かるような周知を行政が行うことについて、すべ
ての聴覚障害者が希望されているかは不明ですので、計
画に記載することは考えておりません。

420 5 510

・「３　手話を使用しやすい環境の整備」ですが、
現在手話通訳者の養成を進めていますが、まだまだ
人数が少なく、必要な通訳派遣が提供できない現状
にあります。色々なメディアが利用できる環境に変
化していることから、遠隔手話通訳なども含め、さ
まざまな場所で手話による情報が提供できる環境の
推進も、検討できるとよいのではないでしょうか。

　手話通訳者の養成を進めています
が、まだまだ人数が少なく必要な通訳
派遣が提供できない現状にあります。
色々なメディアが利用できる環境に変
化していることから、遠隔手話通訳な
ども含め様々な場所で手話による情報
が提供できる環境の推進も検討できる
とよい。

1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

○要約筆記、ＯＨＰを聴失者が出席の場所には設置 　要約筆記・ＯＨＰを、聴失者が出席  ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記

103 5 512
してほしい。 の場所には設置してほしい。

1 3
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。

360 5 512

○　手話通訳者がつく行事には、必ず要約筆記通訳
をつけてください。○　要約筆記者の養成にも力を
いれてください。

　手話通訳者がつく行事には、必ず要
約筆記通訳をつけてください。要約筆
記者の養成にも力をいれてください。

1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、要約筆記をつけることは各行事の主
催者が決定することとなりますので、いただいたご意見
を参考にさせていただき、協力依頼等の具体的な取り組
み方法について、今後検討してまいります。
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166 5 513

（２）手話通訳の充実等
▼「聴覚障害者情報提供施設」についての記載と機
能拡充、体制強化について
　従来、神奈川県の聴覚障害者に関する施策は、県
内に３か所ある聴覚障害者情報提供施設（県、横浜
市、川崎市）、とりわけ、県立の神奈川県聴覚障害
者福祉センターを核として行われているものと考え
ています。ですが、推進計画には「聴覚障害者情報
提供施設」という文言も、聴覚障害者情報提供施設
に関する記述もありません。県が聴覚障害者に関す
る施策を推進する際には、聴覚障害者情報提供施設
の機能拡充、体制強化が不可欠であると考えます。
まずは、推進計画への「聴覚障害者情報提供施設」
の役割についての記載と機能拡充、体制強化を図る
旨の記述を行ってください。

　推進計画には「聴覚障害者情報提供
施設」という文言も、聴覚障害者情報
提供施設に関する記述もありません。
推進計画への「聴覚障害者情報提供施
設」の役割についての記載と機能拡
充、体制強化を図る旨の記述を行って
ください。

1 1

　ご意見をふまえ、聴覚障害者情報提供施設について記
載しました。なお、機能拡充や体制強化については、障
害者支援施策で別に検討されるべきことですので、計画
への記載は考えておりません。

P.6～7
第４節
４　聴覚障害者に対す
る総合的な支援

413 5 513

・民間企業等への普及について神奈川県聴覚障害者
福祉センターの具体的な計画を明記していただきた
い。
・民間企業等が手話通訳派遣の申請を理解、活用で
きるように、神奈川県聴覚障害者福祉センターの派
遣制度の積極的な通知、手続きの簡略化や費用につ
いて具体的な計画を明記していただきたい。

　民間企業等への普及について、神奈
川県聴覚障害者福祉センターの具体的
な計画を明記していただきたい。神奈
川県聴覚障害者福祉センターの派遣制
度の積極的な通知、手続きの簡略化や
費用について具体的に明記していただ
きたい。

1 1

　ご意見をふまえ、神奈川県聴覚障害者福祉センターに
ついて記載しましたが、具体的な計画等については指定
管理のなかで決定されるものですので、本計画で記載す
ることは考えておりません。 P.6～7

第４節
４　聴覚障害者に対す
る総合的な支援

47 6 601

手話通訳については、とにかくろう者の日常使う手
話を間違えずに読み取れる通訳者の養成が急務であ
る。ろう者に話を聞けばすぐに分かるが、とにかく
読み取り通訳での読み取り間違いが多すぎる。これ
は手話通訳者の手話モデルが日本語をベースに成り
立っているためである。
根本的にここを修正しなければろう者が通訳を通訳
として享受できることはない。ろう者が日常使う手
話を使えるまでいかなくても最低限読み取り間違い
がないような手話通訳者の養成をしていただきた
い。

　手話通訳については、ろう者の日常
使う手話を間違えずに読み取れる通訳
者の養成が急務。最低限、読み取り間
違いがないような手話通訳者の養成を
していただきたい。

1 3

　手話通訳者養成講習会については、厚生労働省から示
されたカリキュラムに準じて実施しておりますが、いた
だいたご意見は、今後の参考とさせていただきます。
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49 6 601

今回このような推進計画が策定されることを大変う
れしく思います。
推進計画に記載されておりますように、現在手話通
訳者の絶対数が足りないなかで、手話によるコミュ
ニケーションの拡充をはかるために、手話通訳者の
確保・増員が必要になります。
しかし、手話通訳者の養成の講座を受講し、手話通
訳者の全国統一試験、また手話通訳士の試験に合格
するまでには、３年あるいはそれ以上の期間が必要
になります。今回の推進計画の期間が５年であるこ
とを考えると、この期間に多くの通訳者の確保・増
員が難しいと思われます。

　現在手話通訳者の絶対数が足りない
なかで、確保・増員が必要ですが、手
話通訳者・通訳士の試験に合格するま
でには、３年以上の期間が必要になり
ます。計画の期間に多くの通訳者の確
保・増員は難しいと思う。

1 5

　手話通訳者については、障害福祉計画で29年度までの
養成見込み者数をお示ししているところです。平成30年
度以降の見込み者数については第５次県障害福祉計画の
策定の過程で市町村等とも十分調整しながら検討してま
いります。

60 6 601

手話通訳者の養成、身分の保障を整えいつでもどこ
でもどんなときでも派遣・設置ができること

　手話通訳者の養成、身分の保障を整
え、いつでもどこでもどんなときでも
派遣・設置ができること。 1 3

　手話を使用しやすい環境の整備として、手話通訳者の
計画的な養成、派遣される機会等の充実について記載し
ております。いただいたご意見は、具体な取組みの検討
にあたり、今後参考とさせていただきます。

１．手話通訳者養成講習について
通訳になるための講習会をどこでも受けられるように計
画にいれて欲しい

現在、手話通訳を目指しています。
県では【神奈川県手話通訳者養成講習会　集中講義】
(会場：神奈川県聴覚障害者福祉センター)

　通訳になるための講習会をどこでも
受けられるように計画にいれて欲し
い。通訳が足りないのなら、増やすた
めの事も考えていただきたい。

　手話通訳者の養成については、手話を使用しやすい環
境の整備に記載しておりますが、具体な養成見込み者数
等については障害者総合支援法に基づき策定する障害福
祉計画で明らかにしておりますので、いただいた意見は
今後の参考とさせていただきます。

71 6 601

(会場：神奈川県聴覚障害者福祉センター)
を受講し、その後学科試験、更に合格者のみ技術試験を
受け、初めて手話通訳者養成講習会長期に通う事ができ
る資格が与えられます。
この長期講習会では約一年間、手話通訳としての知識・
技術を学び、12月に行われる全国手話通訳者統一試験を
受験します。
　この長期講習に通えるのは１回だけです。しかし、市
によってはこの養成講習会を長期で行っているところも
あります。試験に落ちても繰り返し受講することができ
ます。
でも、二宮町・大磯町ではありません。試験直前に５回
の講習をしましたがそれでは足りません。かと言って他
市の講習は受ける事もできません。講習には市の税金を
使い、また通訳に受かった場合、講習を受けた市に登録
をしないからとの理由です。
実際、町では手話通訳が足りず　他市から来てもらうこ
ともあります。
通訳者が市町村の垣根を越えて行き来できるなら、通訳
を目指す者たちもお互いに勉強できる場を共有できるは
ずです。
　通訳が足りないのなら、増やすための事も考えていた
だきたいと思います。

1 3
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124 6 601

・自治体、大きな病院等には、手話通訳者を常置す
るように、明記してほしい。
・警察職員、消防職員、医療従事者に手話研修を実
施し、手話で会話ができるように努力する義務があ
ることを明記してほしい。
・そのための手話指導者養成に努めることを、明記
してほしい。
・手話通訳士の資格を取得した者は、その身分にか
かわらず、自治体の要綱に沿った活動ができるよ
う、明記してほしい。
（公務員を除外していたら、通訳者は足りない。せ
めて、正規職員以外は、市町村の派遣制度に沿った
活動ができるようにしないと、かえって無駄な予算
を使うことになることを、ぜひ理解してほしい。現
在、教育委員会は、勤務時間外に無償で行うことは
構わないという考えのようだが、これでは、実際に
は活動できない。小さな市町村では、本当に通訳者
が足りないことを理解してほしい）

　自治体、大きな病院等には、手話通
訳者を常置するように明記してほし
い。警察職員、消防職員、医療従事者
に手話研修を実施し、手話で会話がで
きるように努力する義務があることを
明記してほしい。
　そのための手話指導者養成に努める
こと、手話通訳士の資格を取得した者
は、その身分にかかわらず自治体の要
綱に沿った活動ができるよう、明記し
てほしい。

1 3

　自治体や病院等に手話通訳者を常置することについ
て、県が計画に明記して義務付けることは制度上できま
せん。関係機関に対しては、手話の使用に関して配慮に
努めるよう、条例に基づく手話の普及等を推進してまい
ります。

182 6 601

２.手話通訳者養成講座の開催地を藤沢だけでな
く、各地域で開催してほしい

　手話通訳者養成講座の開催地を藤沢
だけでなく、各地域で開催してほし
い。 1 3

　手話通訳者養成講座については、藤沢市のみではな
く、横浜市・川崎市においても開催されております。そ
の他の地域での開催については、今後、状況に応じて、
検討してまいります。

手話を使用しやすい環境整備について 　過去に手話通訳養成のための講習会 　個人情報の取扱い上、あらかじめご本人に承諾いただ

190 6 601

手話を使用しやすい環境整備について
過去に手話通訳養成のための講習会に通い登録通訳
者を目指していた方が諸事情で学習を断念したケー
スを多く見聞きしています。
こうした方々にもう一度学習の機会ができれば通訳
者への養成がスムーズに進むと考えられます。
県・横浜市・川崎市の手話通訳講習担当係（もしく
は委託団体）には過去の受講者のリストがあるはず
なので、活用してほしいと思います。
また現在手話通訳を目指している方への学習教材の
製作や販売、貸出（図書館等を利用）も検討してい
ただきたいです。
首都圏で最初に制定を果たした神奈川県の手話言語
条例、すばらしいことだと思います。
関係者各位の日頃のご尽力に敬意を表しつつ今後の
具体的な施策の実施に大いに期待しています。

　過去に手話通訳養成のための講習会
に通い断念した方々に、もう一度学習
の機会ができれば通訳者への養成がス
ムーズに進む。県・横浜市・川崎市に
は過去の受講者のリストがあるはずな
ので活用してほしい。
　また現在手話通訳を目指している方
への学習教材の製作や販売、貸出（図
書館等を利用）も検討してほしい。 1 4

　個人情報の取扱い上、あらかじめご本人に承諾いただ
いていない講習会名簿を活用して講習会参加を呼びかけ
ることは困難です。また、学習教材についても県が独自
に制作、販売する等は考えておりません。

194 6 601

８．手話通訳者の人数が足りない。手話通訳という
専門職を増やすのは簡単ではない。きちんとした制
度が不可欠。

　手話通訳者の人数が足りない。手話
通訳という専門職を増やすのは簡単で
はない。きちんとした制度が不可欠。 1 2

　「神奈川県障害福祉計画」を踏まえ、手話通訳者の計
画的な養成等について計画に記載しておりますが、いた
だいたご意見については、今後の参考とさせていただき
ます。
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221 6 601

・手話通訳者の活躍の機会の場が増えることを見込
んだ、現状の県手話通訳者養成講習会のさらなる充
実・強化が必要と考えます。

　手話通訳者の活躍の機会の場が増え
ることを見込んだ、現状の県手話通訳
者養成講習会のさらなる充実・強化が
必要。

1 3

　手話通訳者養成講習会については、厚生労働省から示
されたカリキュラムに準じて実施しております。より充
実した研修となるよう努めてまいります。

269 6 601

○　聴覚障害者が利用するようなサービス業の窓口
で、手話が使えるように行政から強く働きかけてほ
しい。公的な手話通訳者養成の施設を作ってほし
い。

　聴覚障害者が利用するようなサービ
ス業の窓口で手話が使えるように、行
政から強く働きかけてほしい。公的な
手話通訳者養成の施設を作ってほし
い。

1 4

　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普
及等に関する基本的な方向性を定めたものです。この計
画に基づき手話の普及等を推進してまいりますが、事業
者への義務付けや施設整備について計画に記載すること
は考えておりません。

318 6 601

○　条例の充実のためには手話通訳者が必要なの
で、講座を充実してほしい。

　条例の充実のためには手話通訳者が
必要なので、講座を充実してほしい。

1 3

　手話通訳者の計画的な養成等について計画に記載して
おりますが、いただいたご意見については、今後の参考
とさせていただきます。

351 6 601

○　手話通訳者の増員
　県として手話通訳者養成をさらに活発化してほし
い、
　手話通訳者養成に関して地域のばらつきがある。
　市町村により予算配分がことなり講習会（勉強
会）が開けない。
　指導者不足。

　県として手話通訳者養成をさらに活
発化してほしい。

1 3

　手話通訳者の計画的な養成等について計画に記載して
おりますが、手話通訳者の養成見込み者数については、
障害福祉計画であきらかにすべきものですので、いただ
いたご意見については、今後の参考とさせていただきま
す。

手話通訳者の計画的な養成について、現任研修に加 　手話通訳者の計画的な養成につい 　手話通訳者の計画的な養成等について計画に記載して

389 6 601

手話通訳者の計画的な養成について、現任研修に加
えさらなる充実を図る旨を記載してほしい。

　手話通訳者の計画的な養成につい
て、現任研修に加えさらなる充実を図
る旨を記載してほしい。 1 3

　手話通訳者の計画的な養成等について計画に記載して
おりますが、いただいたご意見については、今後の参考
とさせていただきます。

394 6 601

通訳になるための講習会をどこでも受けられるよう
に計画に入れてほしい。

　通訳になるための講習会をどこでも
受けられるように計画に入れてほし
い。 1 3

　手話通訳者養成講座については、藤沢市のみではな
く、横浜市・川崎市においても開催されております。そ
の他の地域での開催については、今後、状況に応じて、
検討してまいります。

397 6 601

手話通訳者を増やすことは難しい。基準クリアする
と次々試験もあり時間を必要とします。(例)地元で
手話通じるなら予備活動をしてもらいたい。

　手話通訳者を増やすことは難しい。
試験も次々あり時間を必要とします。

1 5

　手話通訳者となるためには高いスキルが求められると
認識していますが、ろう者とろう者以外の方が相互にそ
の人格と個性を尊重しあいながら共生することのできる
地域社会の実現を目指し、手話の普及等を進めてまいり
ます。

414 6 601

・手話通訳者不足解消のために、手話通訳者養成講
座を充実させる具体的な計画を明記していただきた
い。
・手話講習会の拡充や、手話通訳養成の充実のため
に、講師（ろう者、聴者）の養成を計画に明記して
いただきたい。

　手話通訳者養成講座を充実させる具
体的な計画を明記していただきたい。
　手話講習会の拡充や、手話通訳養成
の充実のために、講師の養成を計画に
明記していただきたい。

1 3

　手話通訳者養成講習会については、厚生労働省から示
されたカリキュラムに準じて実施しております。より充
実した研修となるよう、いただいたご意見は今後の参考
とさせていただきます。

82



意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

26 6 602

　③民間の行事や企業内の研修等にろう者が参加す
る場合など、必要な場面に、手話通訳者が派遣され
るようにする必要がある。

　民間の行事や企業内の研修等にろう
者が参加する場合など、必要な場面
に、手話通訳者が派遣されるようにす
る必要がある。

696 3

 手話を使用しやすい環境の整備として、手話通訳者が
派遣される機会等の充実について記載しましたが、いた
だきました会議等への配置に対するご意見については、
今後の参考とさせていただきます。

27 6 602

　④県警、県立病院等、県機関の中で手話通訳の必
要性の高い部署における手話通訳者の雇用を進める
必要がある。

　県警、県立病院等、県機関の中で手
話通訳の必要性の高い部署における手
話通訳者の雇用を進める必要がある。 697 3

　県では、障害者差別解消法に基づき合理的な配慮に努
めてまいりますが、県機関において、新たに職員を採用
する場合は、対象となる業務の動向等を踏まえ、対応し
てまいります。

28 6 602

　⑤医療機関等、民間事業所で手話通訳の必要性の
高い部署における手話通訳者の雇用を進める必要が
ある。

　医療機関等、民間事業所で手話通訳
の必要性の高い部署における手話通訳
者の雇用を進める必要がある。

689 3

　医療機関等、民間事業所で手話通訳を設置することに
ついて、県が計画に記載して義務付けることは制度上で
きません。県民生活の各場面において、基本的な手話が
使われ、基本的な対応ができるように、民間事業者、関
係機関に対して幅広く働きかけ、手話やろう者への理解
の促進を行うことについて計画に記載しました。

80 6 602

４、設置手話通訳者の増員という要望もあります
が、手話を使う頻度を考えると、採用の時の一つの
有利な資格として手話通訳士（者）を条件に加え、
手話が必要な時にその資格を生かす方が現実的。

　設置手話通訳者の増員という要望も
ありますが、採用の時の一つの有利な
資格として手話通訳士（者）を条件に
加え、手話が必要な時にその資格を生
かす方が現実的。

1 3

　県では、障害者差別解消法に基づき合理的な配慮に努
めてまいりますが、職員の採用に係る条件については、
地方公務員法等の法令の規定に基づき、採用する職に応
じて必要な要件を踏まえ、対応してまいります。

県民の方には、手話は音声言語と同様に必要なもの
と理解していただきたいので、県主催、市町村主催

　手話は音声言語と同様に必要なもの
と理解していただきたいので、県主

　手話を使用しやすい環境の整備として、手話通訳者が
派遣される機会等の充実について記載しましたが、いた

82 6 602

と理解していただきたいので、県主催、市町村主催
の講演会や説明会、イベント等では常に手話通訳者
が付くようお願いしたいです。手話講習会を開いて
も興味のない人には届きませんし、聴覚障害は外か
らわからないので忘れられがちです。常に手話が当
たり前のものとして身近にある県になってほしいと
思います。

と理解していただきたいので、県主
催、市町村主催の講演会や説明会、イ
ベント等では常に手話通訳者が付くよ
うお願いしたい。常に手話が当たり前
のものとして身近にある県になってほ
しいと思います。

1 3

派遣される機会等の充実について記載しましたが、いた
だきました会議等への配置に対するご意見については、
今後の参考とさせていただきます。

129 6 602

P.8，「施策９ 手話通訳者の計画的な養成等に努め
ます」において，養成や現任講習会は既存事業であ
る。
全国統一試験の合格率を上げ，通訳者を増やしてい
くために，より進んだ内容を策定すべきと考える。
P.9，「施策 10 手話通訳者が派遣される機会等を
拡充します」において，県民が参加する県主催事業
だけでなく，派遣可能範囲を拡大し，より使用しや
すい手話通訳者派遣制度にすることも，盛り込むべ
きと考える。

　全国統一試験の合格率を上げ通訳者
を増やしていくために、より進んだ内
容を策定すべき。「手話通訳者が派遣
される機会等」において、県民が参加
する県主催事業だけでなく、派遣可能
範囲を拡大し、より使用しやすい手話
通訳者派遣制度にすることも、盛り込
むべきと考える。

1 3

　手話推進計画は、条例の考え方に基づいて、手話の普
及等に関する基本的な方向性を定めたものです。いただ
いたご意見は、今後の計画の実施にあたり参考とさせて
いただきます。
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130 6 602

P.9，「施策 10 手話通訳者が派遣される機会等を
拡充します」において，県民が参加する県主催事業
だけでなく，派遣可能範囲を拡大し，より使用しや
すい手話通訳者派遣制度にすることも，盛り込むべ
きと考える。

　「手話通訳者が派遣される機会等」
において、県民が参加する県主催事業
だけでなく、派遣可能範囲を拡大し、
より使用しやすい手話通訳者派遣制度
にすることも盛り込むべきと考える。

1 3

　いただいたご意見の趣旨については、手話を使用しや
すい環境の整備のなかで掲載しておりますが、民間事業
者に協力を求めていく等、今後の具体な取組みについて
は、いただいたご意見を参考に検討してまいります。

137 6 602

各イベント催し（モーターショー、カメラ＆写真総
合展示会、グルメなどいろいろ）に手話通訳者がい
てほしい。
見るだけでなく講演や説明があり、内容を知りたく
でも何にもわからないままでつまらなくなってしま
う。
聴覚障害者でも楽しめるようにするためにはやはり
手話通訳者が必要と私は思います。

　各イベント催しに手話通訳者がいて
ほしい。聴覚障害者でも楽しめるよう
にするためにはやはり手話通訳者が必
要。

1 3

　いただいたご意見の趣旨については、手話を使用しや
すい環境の整備のなかで掲載しておりますが、民間事業
者に協力を求めていく等、今後の具体な取組みについて
は、いただいたご意見を参考に検討してまいります。

173 6 602

施策１０(Ｐ９)
▼県主催事業以外の民間企業や各種団体の行事等へ
の働きかけや支援について
　「県民が参加する県主催事業に手話通訳者を派遣
する」ことは、２８年４月から施行される障害者差
別解消法において、地方公共団体に法的に義務付け
られている合理的配慮の範疇であ
り、当然の責務であると考えます。逆に派遣を行わ
なければ、差別にあたるのではないでしょうか。障
害者差別解消法が施行されていない現段階において
も、兵庫県や長野県など、具体的

　「県民が参加する県主催事業に手話
通訳者を派遣する」ことは、障害者差
別解消法で、地方公共団体に義務付け
られている合理的配慮の範疇であり、
当然の責務であると考えます。手話を
使用しやすい環境整備を推進すること
がこの条例の趣旨ですので、県が後援
する他団体の行事、イベント等への手
話通訳配置を推進するなど、県とし
て、民間企業や各種団体に働きかけや
支援を行なってこそ、この条例の目的 1 3

　いただいたご意見の趣旨については、手話を使用しや
すい環境の整備のなかで掲載しておりますが、民間事業
者に協力を求めていく等、今後の具体な取組みについて
は、いただいたご意見を参考に検討してまいります。

173 6 602 も、兵庫県や長野県など、具体的
に対象とする行事の規模を定め、実践している例も
あります。
　手話を使用しやすい環境整備を推進することがこ
の条例の趣旨ですので、県主催事業における合理的
配慮だけでなく、県が後援する他団体の行事、イベ
ント等への手話通訳配置を推進するなど、県とし
て、民間企業や各種団体に働きかけや支援を行なっ
てこそ、この条例の目的に合致した取組みになると
考えます。

支援を行なってこそ、この条例の目的
に合致した取組みになると考えます。

1 3

194 6 602

７．通訳派遣が現状では趣味等の現場では認められ
ていない。余暇を楽しむ権利は平等にあるべきだ。

　通訳派遣が現状では趣味等の現場で
は認められていない。余暇を楽しむ権
利は平等にあるべきだ。

1 5

　手話を使用しやすい環境の整備として、手話通訳者が
派遣される機会等の充実について記載しましたが、いた
だきました会議等への配置に対するご意見については、
今後の参考とさせていただきます。

206 6 602

・手話の学習や研修又は普及には、手話通訳の協力
が不可欠です。その為にはぜひ現行の通訳制度の改
善をして下さい。

　手話の学習や研修又は普及には、手
話通訳の協力が不可欠。

1 5

　手話の普及等に向け、手話通訳の充実を図るととも
に、ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を
尊重しあいながら共生することのできる地域社会の実現
を目指し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

84



意見
NO.

意見
内容
区分

中柱 意見要旨 意見要旨（簡易版）
同一また
は類似の
件数

反映
状況

県の考え方 計画記載箇所

214 6 602

動物病院は、病院とか手術などに手話通訳制度を派
遣できる環境を整えてほしい。

　動物病院は、病院とか手術などに手
話通訳制度を派遣できる環境を整えて
ほしい。

1 5

　動物病院など個別の手話通訳派遣について記載するこ
とは考えておりませんが、ろう者とろう者以外の方が相
互にその人格と個性を尊重しあいながら共生することの
できる地域社会の実現を目指し、幅広く手話の普及等を
推進してまいります。

219 6 602

・施策９については、現在実施されていることであ
り、「さらなる充実」とすることを希望します。ま
た、文中「要約筆記者」とありますが、本計画は手
話に関わる計画であるため、不要と考えます。

　施策９は、現在実施されていること
であり、「さらなる充実」とすること
を希望します。また「要約筆記者」と
ありますが、本計画は手話に関わる計
画であるため不要と考えます。

1 3

　手話通訳者の計画的な養成等について、いただいたご
意見は今後の参考とさせていただきます。要約筆記者に
ついては記載すべきとの意見もあることから、計画に記
載します。

220 6 602

・施策１０について、「県主催事業」だけでなく、
共催や講演を含む「県が関わる全ての事業」とすべ
きと考えます。

　施策１０は、「県主催事業」だけで
なく共催や講演を含む「県が関わる全
ての事業」とすべきと考えます。 1 3

　いただいたご意見の趣旨については、手話を使用しや
すい環境の整備のなかで掲載しておりますが、民間事業
者に協力を求めていく等、今後の具体な取組みについて
は、いただいたご意見を参考に検討してまいります。

224 6 602

手話通訳の派遣依頼について、どんなときでも派遣
依頼できるようにしてほしい。今のところ父母の会
パーティとか、子どもの習い事の体験説明などは派
遣依頼できないとのこと(座間市)

　手話通訳の派遣依頼について、どん
なときでも派遣依頼できるようにして
ほしい。

1 3

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

252 6 602

○銀行でアルバイトをしている友人から聞いたので
すが、ろうの人が働いているのですが、手話が出来
ないので話したいが残念だと言っていました。
　手話のできる人を派遣してもらえると良いです
ね。

　友人の職場にろうの人が働いている
のですが、手話が出来ないので話した
いが残念と言っていた。手話のできる
人を派遣してもらえると良い。 1 3

　いただいたご意見の趣旨については、手話を使用しや
すい環境の整備のなかで掲載しておりますが、民間事業
者に協力を求めていく等、今後の具体な取組みについて
は、いただいたご意見を参考に検討してまいります。

261 6 602

○　公共の場に常に手話のできる人がいると良い。 　公共の場に常に手話のできる人がい
ると良い。

1 3

　公共の場に手話ができる人を配置することについて
は、障害者差別解消法に基づき各自治体等が取り組むべ
き内容でありますので、計画で手話が分かる職員配置に
ついて記載する予定はありませんが、いただいたご意見
については、今後、手話の普及等を推進するうえでの参
考とさせていただきます。

270 6 602

○　日常生活で必ず必要と思われる公的な機関（病
院、警察、銀行、保険会社など）に手話通訳を設置
してほしい。

　日常生活で必ず必要と思われる公的
な機関（病院、警察、銀行、保険会社
など）に手話通訳を設置してほしい。

1 3

　公共の場に手話ができる人を配置することについて
は、障害者差別解消法に基づき各自治体等が取り組むべ
き内容でありますので、計画で手話通訳者の設置につい
て記載する予定はありません。いただいたご意見につい
ては、今後、手話の普及等を推進するうえでの参考とさ
せていただきます。
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271 6 602

手話通訳をレクリエーションの分野でも派遣を認め
てほしい。

　手話通訳をレクリエーションの分野
でも派遣を認めてほしい。

1 3

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

275 6 602

○　趣味の分野、ろう者の希望する場所への手話通
訳の派遣

　趣味の分野、ろう者の希望する場所
への手話通訳の派遣。

1 3

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

277 6 602

○　ろう者の趣味に関しても通訳を派遣できるよう
に。

　ろう者の趣味に関しても通訳を派遣
できるように。

1 3

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

○　ろう者がやりたいことを自由にできるように通
訳派遣の制限をかけないでほしい。

　ろう者がやりたいことを自由にでき
るように、通訳派遣の制限をかけない
でほしい。

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ

292 6 602

でほしい。

1 3

実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

309 6 602

○　公共機関では、窓口に手話通訳者を常備してほ
しい。

　公共機関では、窓口に手話通訳者を
常備してほしい。

1 3

　公共の場に手話ができる人を配置することについて
は、障害者差別解消法に基づき各自治体等が取り組むべ
き内容でありますので、計画で手話が分かる職員配置に
ついて記載する予定はありませんが、いただいたご意見
については、今後、手話の普及等を推進するうえでの参
考とさせていただきます。

312 6 602

○　官公庁の施設に手話通訳を配置する。 　官公庁の施設に手話通訳を配置す
る。

1 3

　行政窓口における対応については、障害者差別解消法
に基づき各自治体が取り組むべき内容でありますので、
計画で手話が分かる職員の配置について記載する予定は
ありません。いただいたご意見については、今後の参考
とさせていただきます。
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325 6 602

○　病院、市役所に手話の出来る人がいてほしい。 　病院、市役所に手話の出来る人がい
てほしい。

1 3

　病院や行政窓口に手話のできる人を配置することにつ
いては、障害者差別解消法に基づき各自治体等が取り組
むべき内容でありますので、計画で手話が分かる職員の
配置について記載する予定はありません。いただいたご
意見については、今後の参考とさせていただきます。

344 6 602

○　手話通訳の派遣を制限すべきではない。 　手話通訳の派遣を制限すべきではな
い。

1 3

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

360 6 602

○　通訳者派遣の地域差を、手話通訳同様になくし
てください。

　通訳者派遣の地域差をなくしてくだ
さい。

1 3

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

361 6 602

手話通訳者の社員を採用して会社に配置して必要な
ときに同時通訳を付ける義務を設けてください。

　手話通訳者の社員を採用して会社に
配置して必要なときに同時通訳を付け
る義務を設けてください。

1 3

　会社における手話通訳者の雇用や通訳を付けることに
ついては、各会社において決めるべきものですので、計
画で義務付けることはできませんが、県は、ろう者とろ
う者以外の方が相互にその人格と個性を尊重しあいなが361 6 602 1 3 う者以外の方が相互にその人格と個性を尊重しあいなが
ら共生することのできる地域社会の実現を目指し、幅広
く手話の普及等を推進してまいります。

364 6 602

どこにいっても手話通訳者の配置をお願いしたい。 　どこにいっても手話通訳者の配置を
お願いしたい。

1 3

　手話を使用しやすい環境の整備として、手話通訳者が
派遣される機会等の充実について記載しましたが、いた
だきました配置に対するご意見については、今後の参考
とさせていただきます。

368 6 602

病院での手話通訳者の設置をお願いしたい。 　病院での手話通訳者の設置をお願い
したい。

1 3

　病院に専任の手話通訳を設置することについて、県が
計画に記載して義務付けることは制度上できません。病
院はじめ事業者に対しては、手話の使用に関して配慮に
努めるよう、条例に基づく手話の普及等を推進してまい
ります。

373 6 602

手話通訳の派遣を趣味でも認めてほしい。 　手話通訳の派遣を趣味でも認めてほ
しい。

1 3

　手話を使用しやすい環境の整備として、手話通訳者が
派遣される機会等の充実について記載しましたが、いた
だきました会議等への配置に対するご意見については、
今後の参考とさせていただきます。
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375 6 602

免許の更新や消防の際に通訳をつけてほしい。
就職時や仕事をしている際に手話通訳をつけてほし
い。観光をする際、手話で案内してほしい。

　免許の更新や消防、就職時や仕事の
際に通訳をつけてほしい。観光する
際、手話で案内してほしい。

1 3

　手話を使用しやすい環境の整備として、手話通訳者が
派遣される機会等の充実について記載しましたが、いた
だきました会議等への配置に対するご意見については、
今後の参考とさせていただきます。

392 6 602

病院に手話通訳者を配置してほしい。みんなに手話
をしてもらいたい。自然に表現してもらえれば伝わ
る。

　病院に手話通訳者を配置してほし
い。みんなに手話をしてもらいたい。

1 3

　病院に専任の手話通訳を設置することについて、県が
計画に記載して義務付けることは制度上できません。病
院はじめ事業者に対しては、手話の使用に関して配慮に
努めるよう、条例に基づく手話の普及等を推進してまい
ります。

24 6 603

６　手話通訳者の労働環境について
　①手話通訳者の労働条件を改善し、さまざまな場
面において手話通訳者が活躍することができる環境
の整備を進める必要がある。

　手話通訳者の労働条件を改善し、さ
まざまな場面において手話通訳者が活
躍することができる環境の整備を進め
る必要がある。

695 3

　手話通訳者が様々な場面で活躍できる社会の実現は目
指すべき方向と考えることから、今後のあり方について
慎重に検討を進めてまいります。

25 6 603

６　手話通訳者の労働環境について
　②手話通訳者の労働条件・処遇改善に努め、手話
通訳者の確保、増員を目指す必要がある。

　手話通訳者の労働条件・処遇改善に
努め、手話通訳者の確保、増員を目指
す必要がある。

705 3

　手話通訳者が様々な場面で活躍できる社会の実現は目
指すべき方向と考えることから、今後のあり方について
慎重に検討を進めてまいります。

29 6 603

　⑥手話通訳者に対する定期健診、感染症予防接
種、カウンセリング等、手話通訳者の健康管理体制
の整備を進める必要がある。

　手話通訳者に対する定期健診、感染
症予防接種、カウンセリング等、健康
管理体制の整備を進める必要がある。

688 3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手話通訳者
の計画的な養成等について記載しております。いただい
たご意見は、具体な取組みの検討にあたり、今後参考と
させていただきます。なお、手話通訳者が雇用される場
合、法により双方合意による労働契約がなされることと
なりますが、個別の契約内容について計画で具体的に記
載することは考えておりません。
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104 6 603

施策9について

手話通訳が足りない状況なので計画的に養成が必要
なことは理解できます。
確かに養成して通訳者を増員することは必要だと思
います。
しかし、人数だけ増やしたところで現状では手話通
訳だけでは生活できず、他に仕事をしている方が多
いです。
これではどれだけ人数が増えても活動できる人が増
えません。
もっと手話通訳としての仕事で生活していけるよう
な身分保障、労動環境などが整備されれば手話通訳
に専念できる方も増えるはずです。

手話通訳の資格を取るのは容易ではありません。
対価にあった報酬、労動環境の整備をお願いしま
す。
もっと手話通訳としての正職員などの雇用もあれば
いいと思います。
私たち手話通訳が手話通訳として活躍することがで
きるようにしてください。

　手話通訳者を養成して増員すること
は必要だが、現状、手話通訳だけでは
生活できない。手話通訳としての仕事
で生活していけるような身分保障、労
動環境などが整備されれば手話通訳に
専念できる方も増える。対価にあった
報酬、労動環境の整備をお願いしま
す。

1 3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手話通訳者
の計画的な養成等について記載しております。いただい
たご意見は、具体な取組みの検討にあたり、今後参考と
させていただきます。なお、手話通訳者が雇用される場
合、法により双方合意による労働契約がなされることと
なりますが、個別の契約内容について計画で具体的に記
載することは考えておりません。

手話通訳者の地位・身分の向上について，計画に記
載されていない。
施策10を実現するためには，通訳者の確保だけでな

　通訳者になりたいと思える地位・身
分を確立する必要がある。賃金面だけ
でなく、安心して働ける労働環境の整

　手話通訳者の重要性については、手話の普及、手話を
使用しやすい環境の整備のなかで、いただいたご意見を
今後の参考とさせていただき取り組んでまいります。な

132 6 603

施策10を実現するためには，通訳者の確保だけでな
く，通訳者になりたいと思える地位・身分を確立す
る必要がある。賃金面だけでなく，安心して働ける
労働環境の整備，手話通訳者に対する正しい認識を
県民に周知することも盛り込むべきと考える。

でなく、安心して働ける労働環境の整
備、手話通訳者に対する正しい認識を
県民に周知することも盛り込むべき。 1 3

今後の参考とさせていただき取り組んでまいります。な
お、労働環境の整備については、個別の雇用契約等に関
係するものですので計画で記載することは考えておりま
せん。

234 6 603

手話通訳者の養成、増員、ブランクから復帰のため
のフォロー、通訳者の健康管理など手話通訳の充実
を計画に入れてほしい。

　手話通訳者の養成、増員、ブランク
から復帰のためのフォロー、通訳者の
健康管理など手話通訳の充実を計画に
入れてほしい。

1 3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手話通訳者
の計画的な養成等について記載しております。いただい
たご意見は、具体な取組みの検討にあたり、今後参考と
させていただきます。なお、手話通訳者が雇用される場
合、法により双方合意による労働契約がなされることと
なりますが、個別の契約内容について計画で具体的に記
載することは考えておりません。

341 6 603

・　手話通訳者の計画的な養成は不可欠ですが、手
話通訳者として生計を立てることは困難と聞きま
す。通訳者の労働条件・処遇の改善が必要と考えま
す。

　手話通訳者の計画的な養成は不可欠
ですが、手話通訳者として生計を立て
ることは困難と聞きます。通訳者の労
働条件・処遇の改善が必要。

1 3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手話通訳者
の計画的な養成等について記載しております。いただい
たご意見は、具体な取組みの検討にあたり、今後参考と
させていただきます。なお、手話通訳者が雇用される場
合、法により双方合意による労働契約がなされることと
なりますが、個別の契約内容について計画で具体的に記
載することは考えておりません。
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342 6 603

○　手話通訳者が少ないと思う。若い人が進んで手
話に興味を持ち通訳を目指しやすい労働条件や処遇
改善に努めていただきたい。

手話通訳者が少ないと思う。若い人が
進んで手話に興味を持ち通訳を目指し
やすい労働条件や処遇改善に努めてい
ただきたい。

1 3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手話通訳者
の計画的な養成等について記載しております。いただい
たご意見は、具体な取組みの検討にあたり、今後参考と
させていただきます。なお、手話通訳者が雇用される場
合、法により双方合意による労働契約がなされることと
なりますが、個別の契約内容について計画で具体的に記
載することは考えておりません。

344 6 603

○　手話通訳者の処遇や条件の改善が必要。 　手話通訳者の処遇や条件の改善が必
要。

1 3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手話通訳者
の計画的な養成等について記載しております。いただい
たご意見は、具体な取組みの検討にあたり、今後参考と
させていただきます。なお、手話通訳者が雇用される場
合、法により双方合意による労働契約がなされることと
なりますが、個別の契約内容について計画で具体的に記
載することは考えておりません。

355 6 603

○　手話通訳者が手話通訳で食べていけない。待遇
改善を！

　手話通訳者が手話通訳で食べていけ
ない。待遇改善を。

1 3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手話通訳者
の計画的な養成等について記載しております。いただい
たご意見は、具体な取組みの検討にあたり、今後参考と
させていただきます。なお、手話通訳者が雇用される場
合、法により双方合意による労働契約がなされることと
なりますが、個別の契約内容について計画で具体的に記
載することは考えておりません。

・手話通訳者の養成は必須事項になるとは思います
が、通訳業務は近年ニーズも高まり多種多様となっ

　手話通訳者の身分保障は各市町村に
て格差があります。手話通訳者の身分

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の

417 6 603

が、通訳業務は近年ニーズも高まり多種多様となっ
ております。その中には対応に苦慮する場面もあり
ます。しかしながら、手話通訳者の身分保障（報酬
等も含め）は各市町村にて格差があります。手話通
訳者の身分保障についても計画の中で検討していた
だけたらと考えます。

て格差があります。手話通訳者の身分
保障についても計画の中で検討してい
ただけたらと考えます。

1 3

域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

22 6 605

５　手話通訳制度について
　①県及び市町村の手話通訳制度(派遣・設置)の充
実と地域格差の解消を図る必要がある。

　県及び市町村の手話通訳制度(派遣・
設置)の充実と地域格差の解消を図る必
要がある。

699 3

　手話通訳制度について、神奈川県では聴覚障害者等が
県本庁及びその周辺の県機関に来庁した際にコミュニ
ケーションが円滑に行うことが出来るよう、毎週月曜日
から金曜日まで手話通訳者を設置しております。
　地域格差の解消については、各市町村担当職員や設置
手話通訳者等との連携など、情報の共有化を図って参り
ます。
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54 6 605

　市役所内に毎日設置通訳をおいてほしい。 　市役所内に毎日設置通訳をおいてほ
しい。

1 3

　役所、公的施設にいつも手話通訳を設置することにつ
いて、県が計画に記載して義務付けることは制度上でき
ません。県では、条例に基づいて、手話の普及等に関す
る施策の推進にあたって市町村との連携等に努めるとと
もに、事業者に対しては手話の使用に関して配慮に努め
るよう、条例の基本理念にのっとり、手話の普及等を推
進してまいります。

141 6 605

・施策8~10手話通訳制度については、現在のところ
市町村格差が大きい。市役所、役場等に手話通訳が
設置されていない市町村もある。
何か起こった際にまず頼るのは市町村の障害福祉課
というろう者が多い。手話通訳設置、派遣制度の市
町村格差が無くなり、いつでも、どこでも、平等に
制度が利用できるようにしていただきたい。

　手話通訳制度については、現在市町
村格差が大きい。手話通訳が設置され
ていない市町村もある。手話通訳設
置、派遣制度の市町村格差が無くな
り、いつでも、どこでも、平等に制度
が利用できるようにしていただきた
い。

1 3

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

155 6 605

６▼市町村の設置通訳者の記載について
　手話通訳は必ずしも、登録通訳者によって行われ
るものではなく、市町村によって採用されている設
置通訳者が重要な役割を果たしています。このこと
についての記載が必要です。

　手話通訳は、市町村によって採用さ
れている設置通訳者が重要な役割を果
たしています。記載が必要です。

1 2

　神奈川県の手話通訳者について手話推進計画に記載し
ています。手話通訳派遣については障害者総合支援法の
市町村地域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村
が地域の実情に応じて決定すべきこととされています。
県は、ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性
を尊重しあいながら共生することのできる地域社会の実
現を目指し、幅広く手話の普及等を推進してまいりま
す。

378 6 605

手話通訳者の派遣について、各市町村で格差のない
ようにしてほしい。

　手話通訳者の派遣について、各市町
村で格差のないようにしてほしい。

1 3

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

391 6 605

伊勢原市は、公演を行う際に手話通訳者が配置され
ていない。配置してほしい。

　市で公演を行う際に手話通訳者が配
置されていない。配置してほしい。

1 5

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

393 6 605

足柄上の地域に手話通訳を派遣する制度がない。足
柄上の聴覚障害者協会にも予算を回してもらいた
い。県から補助してほしい。

　足柄上地域に手話通訳を派遣する制
度がない。県から足柄上の聴覚障害者
協会に補助をしてほしい。

1 4

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。
県が補助金を出すことは考えておりません。
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395 6 605

①厚生労働省が出したモデル要綱には、「手話通訳
派遣・設置」は市町村必須事業となっていますが、
未だに実施されていない市町村があります。地域格
差の解消を図るため、県より指導を進めてほしい。
②県西地域の「足柄上郡５町」では、派遣制度はあ
るが、登録制度がないため、県派遣を利用してい
る。通訳の資格取得後、地域で活動できるように、
登録制度の整理を進めてほしい。
③県内において「南足柄市」のみ、設置通訳がいな
い。聞こえない人の生活向上のためにもぜひ整備を
進めてほしい。

　「手話通訳派遣・設置」は市町村必
須事業となっていますが、未だに実施
されていない市町村がある。地域格差
の解消を図るため、県より指導を進め
てほしい。
通訳の資格取得後、地域で活動できる
ように、登録制度の整理を進めてほし
い。
県内において「南足柄市」のみ設置通
訳がいない。聞こえない人の生活向上
のためにもぜひ整備を進めてほしい。

2 3

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

415 6 605

手話通訳者の派遣や設置、養成等は、障害者総合支
援法に基づき、市町村の業務として行われている。
手話の環境整備を進めていく上では、各市町村で行
われている事業の「平準化」や「底上げ」も必要に
なるかと考えられるが、こうした点について、神奈
川県ではどのように認識し、施策を展開していく考
えなのか。

　手話通訳者の派遣や設置、養成等は
法に基づく市町村業務として行われて
いるが、手話の環境整備を進めていく
上では、各市町村事業の「平準化」や
「底上げ」も必要になる。 1 3

　手話通訳派遣については障害者総合支援法の市町村地
域生活支援事業であり、支援の内容等は市町村が地域の
実情に応じて決定すべきこととされています。県は、ろ
う者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊重し
あいながら共生することのできる地域社会の実現を目指
し、幅広く手話の普及等を推進してまいります。

　②災害、事故、病気やケガなどの非常時にろう者
が手話で必要な情報を得られるとともに手話で意思
疎通することができるように、迅速に手話通訳を派
遣できる環境の整備を進める必要がある。

　災害、事故、病気やケガなどの非常
時にろう者が手話で必要な情報を得ら
れるとともに手話で意思疎通すること
ができるように、迅速に手話通訳を派

 手話通訳者の派遣については、手話を利用しやすい環
境の整備で記載していますが、非常時に迅速に手話通訳
者を派遣することには物理的な課題もあることから、非
常時の意思疎通については手話通訳者の派遣に限定する

23 6 606
遣できる環境の整備を進める必要がある。 ができるように、迅速に手話通訳を派

遣できる環境の整備を進める必要があ
る。

697 3
常時の意思疎通については手話通訳者の派遣に限定する
ことなく検討していきたいと考えております。

99 6 606

通訳制度、災害、病気等に対応可の育成をする。 　通訳制度、災害、病気等に対応可の
育成をする。

1 3

 ご意見の趣旨は、手話を使用しやすい環境の整備で記
載しておりますが、具体な取り組み方法等については、
いただいたご意見を参考に、今後検討してまいります。
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136 6 606

神奈川県手話推進計画に関する意見として、医療の現場においての、手話
通訳者の必要性を、コメントさせていただきます。
「いつでも、どこでも、どんな時でも手話で何でもできる社会」を目指す
運動の中、やはり緊急時に対応する体制というのは最も重要ではないかと
思います。
医療の現場では、通常の定期受診、軽い風邪から重大な悪性腫瘍、また、
膝の擦り傷から、交通事故に関わる四肢切断など多くの症状を診察しま
す。
通常小学生が、医療機関で診療を受ける際は保健証があればいいわけでは
なく、必ずと言っていいほど保護者の同意同行が必要です。
それが緊急時本人が健聴であれ、内容を理解出来ない子供だけでの受診の
場合診療がなかなか進められないこともあります。
突然連絡を受けた、聾である親が呼ばれて駆け付けたところで、筆談にお
けるインフォームドコンセントは、時間がかかりさらに文章理解を苦手と
する聾にとっては、十分納得できる状態ではない場合もおこりえます。
患者本人が聾である場合も同じようなことが言えます。
しかし、医療の現場は常に時間との戦いであり、十分に理解が得られるま
で説明が受けられない場合も発生します。
治療はうまくいく場合とそうでない場合も発生し、後になってから「聞い
てませんでした」ということは、健聴どうしの間でも起こりうることです
ので、聾者にとっては深刻な問題です。
ですので、医療の現場には常に手話通訳者が必要なのです。
しかし、1日のうちに一体何人の聾者が医療機関を訪れるでしょうか？
医療機関も経営がありますので、手話通訳を専属で依頼というような雇用
体制には足踏みするところもあると思います。
しかしながら、通訳はついででできるような、無責任な仕事ではありませ
ん。
そこで提案です、厚生労働省規定の診療報酬の算定基準に手話通訳を新た
に新設する。
そうすることにより、雇用されている職員には通訳手当てが、そして保険
者による負担が発生し、病院の負担の軽減、さらに利用者である聾者には
安心出来る環境が整うかと思います。私は、医療の現場に手話通訳者常時
的設置を要望いたします。

　緊急時に対応する体制というのは最
も重要。医療の現場には常に手話通訳
者が必要なのです。診療報酬の算定基
準に手話通訳を新たに新設することに
より、病院の負担の軽減、さらに利用
者である聾者には安心出来る環境が整
うかと思います。医療の現場に手話通
訳者常時的設置を要望いたします。

1 3

 診療報酬の算定基準に手話通訳の配置加算等を新設す
ることについては、国において検討される内容ですの
で、県の計画に記載することは考えておりません。
　病院はじめ事業者に対しては、手話の使用に関して配
慮に努めるよう、条例に基づく手話の普及等を推進して
まいります。

340 6 606

後者、特に病気、怪我、事故の場合は状況を詳しく
伝え合う必要があるため、迅速に手話通訳者を派遣
できる環境整備が必要と考えます。

　病気、怪我、事故の場合は状況を詳
しく伝え合う必要があるため、迅速に
手話通訳者を派遣できる環境整備が必
要。 1 3

 手話通訳者の派遣については、手話を利用しやすい環
境の整備で記載していますが、非常時に迅速に手話通訳
者を派遣することには物理的な課題もあることから、非
常時の意思疎通については手話通訳者の派遣に限定する
ことなく検討していきたいと考えております。

73 7 701

手話のことを決めるのに委員会に当事者が少ないの
はなぜか。
当事者団体の意見を取り入れているのか。

　委員会に当事者が少ないのはなぜ
か。当事者団体の意見を取り入れてい
るのか。

1 1

　手話言語普及推進協議会には、当事者団体の方にも委
員としてご参加いただいています。

P.21
第３章　推進体制
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107 7 701

(3)手話を普及するには、手話が日本語とは異なる
言語であることや聴覚障害の特性を理解しなければ
始まらないと思います。今回のパブリックコメント
募集方法（ろう者、盲ろう者の意見聴取がたった1
日ずつしか設けられず、手話での提出を想定してい
なかったこと）や手話言語普及推進協議会の会議記
録を拝見すると、そもそも県職員や協議会の委員の
みなさんの理解が乏しいと言わざるを得ません。手
話言語推進会議及び協議会の委員の皆さんが学ぶ時
間を作ってください。協議会が年4回程度では足り
ないです。

　県職員や協議会の委員の理解が乏し
いと言わざるを得ない。手話言語推進
会議及び協議会の委員の皆さんが学ぶ
時間を作ってほしい。協議会が年４回
程度では足りない。

1 3

　手話言語普及推進協議会の設置について計画に記載し
ていますが、いただいたご意見については、具体的な協
議会運営に向けた今後の参考とさせていただきます。

116 7 701

④ 保健福祉局の地域福祉課というところが担当し
ているようだが、内容は障害対応というより、県民
生活に関わることであり、むしろ県民局や政策局で
担当したほうが、分かりやすいような気がする。

　保健福祉局の地域福祉課が担当して
いるが、内容は障害対応というより県
民生活に関わることであり、県民局や
政策局で担当したほうが分かりやすい
ような気がする。

1 5

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、地域福祉の推進を所管する地域福祉課におい
て、手話の普及等を進めてまいります。

第３章　推進体制
１　神奈川県手話言語普及推進協議会（Ｐ１１）
▼協議会における障害当事者の割合について
　協議会における障害当事者の割合について記載し
てください。手話やろう者に関する検討において、
障害当事者の割合は、障害者施策推進の面、手話言
語の使用者としての面の両面で、

　協議会における障害当事者の割合に
ついて記載してほしい。
　国「障害者政策委員会」は当事者が
過半数を超える構成となっている。ま
た、同委員会による意見（平成24年12
月17日）でも「障害者権利条約を踏ま
えると、障害者施策の策定や検証等の

　障害当事者であることの開示については、手話言語普
及推進協議会の各委員のご意見も伺う必要がありますの
で、いただいたご意見は今後の検討課題とさせていただ
きます。

175 7 701

非常に重要な要素であると考えます。
　障害者基本法に基づく国の「障害者政策委員会」
は当事者が過半数を超える構成となっています。ま
た、同委員会による、新「障害者基本計画」に関す
る障害者政策委員会の意見（平成２４年１２月１７
日）でも、「障害者権利条約を踏まえると、障害者
施策の策定や検証等の過程においては、「私たち抜
きで私たちのことを決めないで」という理念に基づ
き、その過程に参画する委員等の過半数は障害当事
者とすべきである。その際、障害の多様性と男女の
割合に配慮することが求められる。」とされていま
す。

過程においては、「私たち抜きで私た
ちのことを決めないで」という理念に
基づき、その過程に参画する委員等の
過半数は障害当事者とすべきである。
その際、障害の多様性と男女の割合に
配慮することが求められる。」とされ
ている。

1 3
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176 7 701

読み書きができないその方が地域で安心して暮らし
ていくためには、手話を普及させていくことも大切
です。手話も聴覚障害者の状況によって表現が変わ
ります。なぜ変わるのかは、聴覚障害を理解するこ
とが基本になると思います。
障害理解を計画に必ず入れてください。
その方にとっては素案を読むこともできませんが、
文章で気持ちを伝えることもできません。
手話による聴取を時間がないからと一日だけに制限
されましたが、それは文章が書けない現実を突き付
けられたことにもなります。
手話を言語とする方の気持ちを優先して受け止める
体制が弱かったことを残念に思います。パブコメに
どのような意見が出されたか、計画にどのように盛
り込まれたのか等、今後の報告も手話で内容が把握
できるような工夫をぜひお願いします。

　障害理解を計画に必ず入れてくださ
い。パブコメにどのような意見が出さ
れたか、計画にどのように盛り込まれ
たのか等、今後の報告も手話で内容が
把握できるような工夫をぜひお願いし
ます。

1 3

　ろう者や手話に対する理解の促進について計画に記載
しております。またパブリックコメントの結果等の具体
的な公表方法については、いただいたご意見を参考とさ
せていただき、今後検討してまいります。

200 7 701

１　ろう当事者の計画であるのに立案する会にろう
者が少なすぎる。（有識者）が手話のできる人か確
かめる必要がある
２　先ず手話の手引きを作るのにろう者が意見を言
える場がない。茅ヶ崎在住　湊理香さんはろう協で
働き、目で聞くテレビの司会者をつとめ、高校で教
えたりサークルで教えたりしている。是非有能な人
を用いてほしい。ＮＨＫ手話通訳深見さんと共著

　ろう当事者の計画であるのに立案す
る会にろう者が少なすぎる。

1 5

　手話言語普及推進協議会にはろう者の方にも委員とし
てご参加いただいております。

を用いてほしい。ＮＨＫ手話通訳深見さんと共著
「手話入門書」も出していて、絵を担当している。
適任と思う。

240 7 701

条例推進のため、障害者団体及び協会等と協議する
機関を設置、運営する。関係者の意見を聴くことが
大事です。庁内組織だけでなく関係者を入れること

　条例推進のため、障害者団体及び協
会等と協議する機関を設置、運営す
る。関係者の意見を聴くことが大事で
す。庁内組織だけでなく関係者を入れ
ること

1 3

　条例はろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個
性を尊重しあいながら共生することのできる地域社会の
実現を目的としていることから、手話手話言語普及推進
協議会では幅広い分野から委員としてのご参加をお願い
しています。なお、障害者団体等からも委員としてご意
見をいただいています。

246 7 701

関係する障害者団体及び協会等と協議する機関を設
置し運営すること

　関係する障害者団体及び協会等と協
議する機関を設置し運営すること。

1 3

　条例はろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個
性を尊重しあいながら共生することのできる地域社会の
実現を目的としていることから、手話手話言語普及推進
協議会では幅広い分野から委員としてのご参加をお願い
しています。なお、障害者団体等からも委員としてご意
見をいただいています。
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10 8 804

３　医療、福祉、教育の分野の機関の連携について
　①聴覚障害乳幼児をもつ保護者が聴覚障害、手話
についての正しい情報を得、該当児にとって最も適
切な成育環境を選択出来るよう支援する体制が必要
である。

　聴覚障害乳幼児をもつ保護者が聴覚
障害、手話についての正しい情報を
得、該当児にとって最も適切な成育環
境を選択出来るよう支援する体制が必
要である。

688 2

　母子保健法に基づき市町村が実施する支援や、聴覚障
害乳幼児及びその保護者に対する支援として、聴覚障害
者福祉センターにおいて、言語聴覚士等の専門スタッフ
による相談を受け付けており、状況に応じた情報提供、
関係機関の紹介等を実施しています。

11 8 804

　②医療、福祉、教育の分野の機関が連携し、聴覚
障害乳幼児をもつ保護者に必要な情報を提供し、相
談などの支援を行う体制の整備を進める必要がある
ので、計画に入れて欲しい。

　医療、福祉、教育の分野の機関が連
携し、聴覚障害乳幼児をもつ保護者に
必要な情報を提供し、相談などの支援
を行う体制の整備を進める必要があ
る。

683 2

　母子保健法に基づき市町村が実施する支援や、聴覚障
害乳幼児及びその保護者に対する支援として、聴覚障害
者福祉センターにおいて、言語聴覚士等の専門スタッフ
による相談を受け付けており、状況に応じた情報提供、
関係機関の紹介等を実施しています。

12 8 804

　③自治体、医療機関、聴覚障害者情報提供施設、
ろう学校、当事者団体等からなる聴覚障害乳幼児保
護者相談支援体制を整備する必要がある。

　自治体、医療機関、聴覚障害者情報
提供施設、ろう学校、当事者団体等か
らなる聴覚障害乳幼児保護者相談支援
体制を整備する必要がある。 681 2

　母子保健法に基づき市町村が実施する支援や、聴覚障
害乳幼児及びその保護者に対する支援として、聴覚障害
者福祉センターにおいて、言語聴覚士等の専門スタッフ
による相談を受け付けており、状況に応じた情報提供、
関係機関の紹介等を実施しています。

274 8 804

○　ろうの子どもが生まれたときに保護者へ手話と
いう言語があることの情報提供をする。

　ろうの子どもが生まれたときに保護
者へ手話という言語があることの情報
提供をする。

1 2

　母子保健法に基づき市町村が実施する支援や、聴覚障
害乳幼児及びその保護者に対する支援として、聴覚障害
者福祉センターにおいて、言語聴覚士等の専門スタッフ
による相談を受け付けており、状況に応じた情報提供、
関係機関の紹介等を実施しています。関係機関の紹介等を実施しています。

313 8 804

○　ろう者の親に手話という選択肢があることを医
師から伝えるようにしてほしい。

　ろう者の親に手話という選択肢があ
ることを医師から伝えるようにしてほ
しい。 1 4

　医師等医療の担い手は、医療の提供に当たり、適切な
説明を行うことが義務付けられていますが、その説明内
容について県が指導や誘導を行うことはできません。

21 8 806

　⑨手話の普及には、実際に地域のろう者に使われ
ている手話の理解、分析、保存が必要であるので、
神奈川県に在住している様々なろう者の手話の収
録、分析、保存の活動を進める必要がある。

　手話の普及には、実際に地域のろう
者に使われている手話の理解、分析、
保存が必要であるので、神奈川県に在
住している様々なろう者の手話の収
録、分析、保存の活動を進める必要が
ある。

682 3

　現に日本手話はじめ様々な手話があることから、いた
だいたご意見については、計画で記載している手話への
理解のなかでの具体的な検討にあたり、今後の参考とさ
せていただきます。

404 8 806

・ろう者同士の共通の手話を決める。 　ろう者同士の共通の手話を決める。

1 4

　手話の定義については、現に日本手話はじめ様々な手
話があることから、本計画では明確な定義づけや、共通
の手話を決めることについて記載することは考えており
ません。
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37 8 815

　 施策の展開を実現するための予算をつけること
を明言してほしい。

　 施策の展開を実現するための予算を
つけることを明言してほしい。

682 4

　県の予算については、制度上、単年度原則とされてい
ることから５年間の予算を計画で明示することはできま
せんが、実施にあたり必要な予算については、各年度ご
とに行う予算調整において精査してまいります。

280 8 815

○　小学校等で総合学習に手話体験などがとりあげ
られることが多いが、予算が学校によってバラバラ
のようだ。全ての学校が少なくとも年に一回以上手
話に関する学習ができるようカリキュラムに組み込
み、予算をつけてほしい。

　全ての学校が少なくとも年に一回以
上手話に関する学習ができるようカリ
キュラムに組み込み、予算をつけてほ
しい。 1 4

　県の予算については、制度上、単年度原則とされてい
ることから５年間の予算を計画で明示することはできま
せんが、実施にあたり必要な予算については、各年度ご
とに行う予算調整において精査してまいります。

283 8 815

○　神奈川県から補助金が出ている老人会や子ども
会、その他の団体には手話言語条例に関するＰＲや
理解していただくための働きを県としての仕事とし
てやってほしい。

　神奈川県から補助金が出ている老人
会や子ども会、その他の団体には手話
言語条例に関するＰＲや理解していた
だくための働きを県としての仕事とし
てやってほしい。

1 4

　手話の普及等については、幅広くご協力をお願いして
まいりますが、補助は、団体等が自ら行う事業に対して
県が必要と認める場合に支援するものですので、補助金
の交付をもって、その団体に県の仕事として手話の普及
等を担ってもらうことは、制度上できません。

287 8 815

○　計画の予算確保のため、ポスター作り、バ
ザー、交流会を実施する。

　計画の予算確保のため、ポスター作
り、バザー、交流会を実施する。

1 4

　県の予算については、制度上、単年度原則とされてい
ることから５年間の予算を計画で明示することはできま
せんが、実施にあたり必要な予算については、収入・支
出とも、各年度ごとに行う予算調整において精査してま
いります。

372 8 815

予算をきちんとつけてほしい。 　予算をきちんとつけてほしい。

1 4

　県の予算については、制度上、単年度原則とされてい
ることから５年間の予算を計画で明示することはできま
せんが、実施にあたり必要な予算については、各年度ご
とに行う予算調整において精査してまいります。

222 8 819

現在私は現在80歳のろう者の友達がいます。小さい
ときからご両親に厳しく声を出す練習というか、親
ののどに手を当て、声をてに感じさせ声を出させ、
それは大変だった・でもおかげで手話ができない私
と会話ができとてもよい友人ができました。この方
のご両親のように愛と厳しさで一人でも多くの方の
力になってください。私も勉強して友達の買い物の
お手伝いをしてあげたいです。

　私も手話の勉強して友達の買い物の
お手伝いをしてあげたい。

1 5

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。
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294 8 819

○　サークルの参加者全員楽しく勉強してこの条例
に極力協力し、推進したい。
○　ろう者の手話がまちまちなので、ろう者連盟の
辞典を参考にしてほしい。

　サークルの参加者全員楽しく勉強し
てこの条例に極力協力し、推進した
い。

1 5

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。

333 8 819

○　学級文庫に手話関連の本があり、手話に興味を
持った。

　学級文庫に手話関連の本があり、手
話に興味を持った。

1 5

　ろう者とろう者以外の方が相互にその人格と個性を尊
重しあいながら共生することのできる地域社会の実現を
目指し、手話の普及等を進めてまいります。

449 合計 合計 24767
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