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ＤＶＤ21 24 1 101

・　全日本ろうあ連盟が「手話は一つ」といっている。手話は2つあ
る。「日本手話」と「日本語対応手話」である。「日本語対応手話」
は、広まっているが、表情の変化がなく、手を動かしているだけのた
めよくわからない。「日本手話」なら、よくわかる。ろう者が見て分
かるのは「日本手話」。「日本手話」のほうが上なので、「日本手
話」を広めてほしいと思っている。

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。

ＤＶＤ28 33 1 102

・　車、バイクの事故の時とても不便。例えばＪＡＦに連絡がすぐに
できない。聞こえる人はすぐ連絡できる。ろう者は見た目元気なので
損をする。聞こえない人は外見見ても分からない。でも支援はしてほ
しい。

1   ご意見をふまえ、ろう者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。

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]

ＤＶＤ29 38 1 102

・　健聴者からろう者を見たとき、ろう者かどうかわからないという
問題がある。ろう者同士がお互いに手話で話をするのを見て、健聴者
が初めてろう者だとわかる。どうやって見分けてもらうのがいいのか
問題と思う。

3 　ご意見をふまえ、ろう者の説明を記載しました。
　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、いただいたご意見を参考にしなが
ら、手話の普及等を進めてまいります。

・　手話推進計画のパブリックコメントに対し、手話での意見募集が
２日しかなかった。音声言語と同じ期間、手話で意見を言えるように
してほしい。

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

手話動画（DVD等）での意見状況
資料３－２

ＤＶＤ35 27 8 109

してほしい。 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。

ＤＶＤ13 29 2 203

・　手話言語条例は、聞こえる人のためだけの条例ではない。
・　ろうあ者自らの言葉を表せる場も必要。手話を使うことが当たり
前になる社会になることが必要。県民も手話が当たり前という社会に
なってほしい。

1 　ご意見をふまえ、ろう者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。

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]

ＤＶＤ15 33 2 203

・　お店や銀行も同じ。みんなが手話できればよい。ろう者で手話の
講習会を開いている。県でも予算を出せばもっと普及できる。子ども
から大人、銀行、病院関係、そういうスタッフみんなが勉強してほし
い。

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。
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ＤＶＤ33 39 2 203

・　手話が広がってきているのはいいこと。病院、消防署とかに手話
通訳者がいてくれればよい。
・　人と挨拶するとき私は聞こえないので、肩をたたいてもらったり
する。誰でも手話で挨拶くらいできるとよい。
・　美容院で希望をいうときに、書くことが苦手なので手話ができれ
ばよい。

3 　ご意見をふまえ、ろう者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。

usb2 32 3 300

・　ろうの子どもを育てた体験談を聞いた。フリースクールに通っ
て、いろいろなろう者に出会って、いろいろな生き方を知った。視野
も広がり楽しく過ごすことが出来た。今は生き生きと大学に通ってい
ると聞いた。その話を聞いた母から、今はいい、昔は手話が禁止され
口話だけだった。もっと若い頃に手話に出会えればよかった。娘の私
とも手話で話が出来た。ろう者が自分の思いを伝えられる環境を作る
ことが重要。今もろう学校で手話が十分というわけではない。聴者並
みに話すことは無理。基本的には手話を尊重したい。手話を身につけ
れば言葉は増えていく。手話は言語。音声言語と同じ。手話を身につ
ける環境を早く整備してほしい。

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。

ＤＶＤ18 33 3 300

・手話で学ぶ環境がない。ろう者も手話で学べる環境を認めてほし
い。私はろう学校から途中で健聴者の学校に移った。口話がなかなか
通じず苦しかった。ろうの子どもは手話で学ぶ場が必要。

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。ＤＶＤ18 33 3 300 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。

ＤＶＤ19 36 3 300

・　私は日本人。日本人の言語といえば日本語だが、私の言語は手
話。小さいときは、口話で指導を受けた。口話はわからなかったが、
先生が話すのを真似た。内容はつかめなかった。国語、算数、社会。
ほとんどわからなかった。小、中は手話出来なかった。高校、専門学
校では少し手話をつかった。小さいときは言葉を身につけるのが大
事。
・　聴こえる皆さんは、口頭でやりとりができる。しかし、私達は、
口話の練習をしても、下手で、しかられてきた。口話の出来る人は意
地悪で、口話のできない人は優しい人が多く、大人になって、すばら
しい活動をしている人もいる。手話で意見が出せるように、情報を獲
得できるようにするのが大事。小さい頃に色々学ぶことが大事だと思
う。

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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ＤＶＤ22 47 3 300

・　川崎立ろう学校の学生をたまたま見ることがあったが、子ども同
士で手話で楽しそうに会話をしていた。とてもいいと思った。子ども
の時から手話で自由に会話ができることが、子どもの成長にはとても
大切。子どもの頃から手話で会話のできる環境で育つことが大切。
・　ろう学校、普通校に通う聞こえない子ども達みんなが、手話で会
話ができるそういう世界になってほしい。

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。

ＤＶＤ30 46 3 300

・　生まれつき聞こえない。家族はみんな聞こえる。学校は幼稚部の
時ろう学校だった。口話教育で手話はつかっていなかった。50年も前
の話ですが。幼稚部を卒業して、家の近くの普通校に入った。コミュ
ニケーションも当然口話か筆談でした。限界がたくさんあった。その
時私はコミュニケーションが少ない状況が当たり前と思って成長し
た。大学に入って、初めてろうの先輩に会って、ろうの学生の団体に
連れて行かれて、手話を教えてもらった。大きく世界が広がった。

5 　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。

・　子どもは手話付きで勉強を教えるべきだと思う。そのほうが成長
が早いと思う。

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

ＤＶＤ1 2 3 301

が早いと思う。
・　今後、ろう学校では、必ず手話の指導をすることが一番大事なこ
とだと思う。聴こえる健聴者の学校では、全てに手話の教科をつけて
ほしい。そういう状況があれば、どこでも手話ができるようになる。
そのことをお願いしたい。

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。
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ＤＶＤ2 8 3 301

・　ろう学校の中で、手話教育のカリキュラムがないと聞いている。
ろう学校での手話カリキュラム追加については以前から要望をしてい
るが、それに加えて私の要望を申し上げる。

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。

ＤＶＤ12 25 3 301

・　川崎ろう学校で手話の勉強のカリキュラムをつけたほうがよい。
・　私の娘もろうで、明晴学園に入れた。川崎ろう学校に入学させよ
うとしたら、手話がカリキュラムになかったので驚いた。

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。

ＤＶＤ2 9 3 302

・　健聴者の学校でも、英語と同じように勉強のカリキュラムの中に
手話を入れてほしい。なぜなら、手話を学ぶきっかけになるからであ
る。大人になってろう者が困っているのを見た際、手話ができれば、
スムーズなコミュニケーションになる。

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

・　子どもが早く手話を覚えるのが、良いと思う。学校のなかで、手
話の文化や教室があったほうがよい。

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

ＤＶＤ6 14 3 302

話の文化や教室があったほうがよい。 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

ＤＶＤ32 32 3 302

・　小中学校で手話を教える時間を作って、手話を広めてほしい。理
解が広がると思う。

3 　一部の公立小・中学校、県立中等教育学校（前期課程）
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。

ＤＶＤ31 35 5 501

・　不満がある。警察署に行って話しをするときに筆談でやりとりを
するが、難しい文章は見てもわからない。警察署で手話を出来る人を
育ててほしい。

2 　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。
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ＤＶＤ33 48 5 501

・　手話は必要だと思う。公務員とか、いろいろな施設で必ず手話が
出来る人を配置することを要望する。ろう者が楽に会話できる環境が
安心にくらせると思う。

1 　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、市町村はじめ関
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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

ＤＶＤ34 33 5 501

・　以前車の接触事故をしたときのこと。警察官の対応が悪かった。
筆談でも通じず、警察が言うのは静かに、黙ってだけでした。相手が
嘘を言ってるかもしれない。とても苦しくて未だに忘れられない。謝
罪を受けていない。お巡りさんにも手話を覚えてほしい。筆談は許さ
ない。

1 　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、市町村はじめ関
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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

ＤＶＤ37 34 5 501

・　要望したいことは、バスの中の表示は文字だけである。電光掲示
板だけではなく、突然事故があった場合に、手話の画像がつけばよい
と思う。バスだけではなく、電車も手話の表示をつけてほしい。喫茶
店、お店でも手話ができれば安心できる。また銀行、役所も。区役所
では手話通訳がいるのが当たり前と思う。決まった日、時間に行かな
ければならないのはおかしい。できるだけ通訳をつけてほしい。

1 　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、市町村はじめ関
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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

・　以前病院に行った。偶然看護師が手話ができて助けてくれた。通
訳をお願いしなくても大丈夫だった。看護師が一緒に行ってくれて、
手話通訳するといったら、医者の顔がけわしくなって迷惑そうな顔に
なった。看護師も遠慮して出て行ってしまった。結局自分で筆談をし

1 　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、市町村はじめ関
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。

P.14～15
施策７　日常生活において

usb4 37 5 501 なった。看護師も遠慮して出て行ってしまった。結局自分で筆談をし
た。医者が手話ができればいいと思う。

促進を行うことについて計画に記載しました。 施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

usb9 41 5 501

・　病院に医者に手話をできる人が増えるとよい。たとえば歯医者、
内科、外科、いろいろなところに増えるとよい。
・　車を購入する場合通訳者が必要。筆談だと話が通じない。
・　子供がろうだったとき、人工内耳をつける例が増えている。その
結果手話通訳者が減ると困る。人工内耳が増えることはやめてほし
い。

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。
なお、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。

5



備考
意見
NO.

意見
内容

中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

ＤＶＤ10 46 5 501

・　病院の受付、いろんな場所で名前を呼ばれたとき、私は聞こえな
いので、わからない。それが一番困る。手話通訳がいればよいが、急
病になったとき、一番困る。

1 　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、市町村はじめ関
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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

ＤＶＤ11 40 6 501

・　以前入院して肩の手術を受けたとき、医師から説明を受け、明日
手術、時間は午後といわれた。その時手話通訳の派遣をお願いした。
しかし当日病院側の都合で朝に手術が繰り上げられた。手話通訳はま
だ来ていない。家族である妹もまだ来ていない時に手術室に入るとい
う話だった。ちょっと待ってほしいといったのだが、午前の手術の人
がキャンセルになり、私が2番目だったので繰り上げて朝から手術に
なった。仕方なく手術を受けたが、麻酔のため手術のあとずっと寝て
いた。妹と手話通訳が午後来たと聞いている。手話通訳はずっと座っ
ているだけだったので、妹に、手話通訳が出来ないので先に帰る、と
いうメモを渡して手話通訳が帰ったと妹が教えてくれた。病院に、手
話通訳が設置されていれば時間が朝に繰り上げられても安心して説明
を受けることができた。残念だ。かなり緊張して麻酔を受けた。目覚
めたときに、手術が成功したか心配だったが、手話通訳がいれば安心
できたのに、と思う。

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。

・　子どもを生み育てたことがある。昭和43年のときに、子どもがで
きて保健所に行ったが、筆談をされてわからないことがたくさんあっ
た。職員皆が筆談ではなく、手話をできるようになってくれれば、母

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、市町村はじめ関
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

ＤＶＤ1 6 5 501

た。職員皆が筆談ではなく、手話をできるようになってくれれば、母
親は安心して会話ができ、スムーズに理解が進むと思う。身振りと手
話を使えばわかる。保健所ではどこでも、手話ができるようになって
ほしい。早く手話を普及してほしい。手話が普及すれば、保健所での
相談や、子育ての相談を手話で行えるようになる。
・　子育ては大事だと思う。母が安心して子育てをできるようにして
ほしい。また、行政や建築関係の人、家を作る際、筆談では難しい。
家を建てることを各地でできるようになってほしい。

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。

ＤＶＤ8 26 8 501

・　川崎市、横浜市など政令指定都市でも、市の職員に手話の研修を
してほしいと思う。

2 　手話の普及等に関する施策の推進には、市町村や事業者
等との連携や協力が重要であることから、県は、市町村や
事業者等に対する働きかけを進めていく旨、計画に記載し
ています。

ＤＶＤ16 32 5 501

・　市役所とか公的な場所に通訳をつけてほしい。 2 　手話の普及等に関する施策の推進には、市町村や事業者
等との連携や協力が重要であることから、県は、市町村や
事業者等に対する働きかけを進めていく旨、計画に記載し
ています。
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備考
意見
NO.

意見
内容

中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

ＤＶＤ1 20 5 502

・大雪の際、大変な人出だった。元住吉の駅で電車が遅延している情
報の掲示があった。どのくらい待つのか分からなかった。情報が得ら
れないので、帰ってしまった。
・　駅の各所に手話が出来る人を配置するか、乗客で手話ができる人
が増えてくれるとよい。
・　病院に行くときはとても大変。手話がわからない医者が多いし、
医者は字が下手な人が多い。字を読んでもわからない。また、レント
ゲンの際の指示がよくわからない。
・　駅前のバス乗り場で、「どこ行きか」などと聞きたいが、聞けな
い。そういうことができれば助かる。

1 　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、市町村はじめ関
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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

ＤＶＤ3 44 5 502

・　平塚駅から東京駅まで電車に乗ったとき事故があって、待たされ
ることがある。文字で表現があってもわからない。そういうとき手話
で画面表示があるとよい。またバス停でバスを待っているときに、手
話で何時に到着するかの表現があってもよい。

1 　災害や事故、病気などの非常時に、手話で意思疎通でき
る環境の整備の促進することについて計画に記載しまし
た。なお、具体的な記載は対象が限定されてしまうので記
載しませんが、いただいたご意見は今後の参考とさせてい
ただきます。

P.15
施策８　非常時に、手話で
意思疎通できる環境の整備

ＤＶＤ5 43 5 502

・　エレベーターが一番怖い。突然止まったときどうすればよいか。
健聴者は電話ができる。怖くて不安である。エレベーターに画像が
あって手話で会話ができるようになればよい。

1 　災害や事故、病気などの非常時に、手話で意思疎通でき
る環境の整備の促進することについて計画に記載しまし
た。なお、具体的な記載は対象が限定されてしまうので記
載しませんが、いただいたご意見は今後の参考とさせてい
ただきます。

P.15
施策８　非常時に、手話で
意思疎通できる環境の整備

・　テレビのCMにも字幕をつけてほしい。 3 　テレビCMについては、各制作会社等において作成されて

ＤＶＤ7 32 5 502

・　テレビのCMにも字幕をつけてほしい。 3 　テレビCMについては、各制作会社等において作成されて
おり、県の計画で字幕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。

ＤＶＤ7 36 5 502

・　今いろいろ悩みがある。というのは駅、地下鉄、バスなど文字情
報がある。これを具体的に細かく出してほしい。タクシーに乗ると
き、聞こえない人とはコミュニケーションが取れず通じないときがあ
る。タクシーの中に筆談できるメモを用意してほしい。お店でもなか
なか通じないところがあるので、手話のできるようにしてほしい。

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。

ＤＶＤ9 23 5 503

・　病院に行った際、手話への理解がない。病院の人が「手話が少し
できる」といったので話してもらったが、全くわからなかった。なの
で下手でわからないとはっきり伝えた。結局筆談をした。手話が少し
できると思っているのは大きな間違い。

1 ご意見をふまえ、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。

P.11 14
第２章　施策の展開
（１）手話への理解推進
（３）手話を使用しやすい
環境の整備
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備考
意見
NO.

意見
内容

中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

ＤＶＤ19 7 5 508

・　会社でも、皆が手話ができるようになればよい。どこにいって
も、だれでも手話ができる。それが理想です。
・　昭和37年、会社に入った際、聴こえる人で手話ができる人がい
た。とても感動し、仕事がスムーズにできた。

1 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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

ＤＶＤ23 17 5 508

・　今まで、悩んだことはたくさんある。特に仕事で健聴者とコミュ
ニケーションが取れないとき、最初は筆談してもらえなかった。大き
な声で話しかけてくるが、わからないと何回もいいました。何回も筆
談をお願いしました。
・　介護の仕事をしていたが、聴こえないためとても大変だった。
ベッドメイキングや食事の介助は大丈夫といわれたので一生懸命やっ
たが大変だった。ろうの高齢者が入居していれば、お互いにコミュニ
ケーションをとれて良いと思う。そういう老人ホームで仕事したい。

1 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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

ＤＶＤ26 30 5 508

・　今まで運送の仕事をしてきた。周りは健聴者が多く、聴こえる人
は無線でやり取りをするが、私は聴こえないのでさみしかった。もっ
とろう者の社員が入って来れば手話で連絡をしあったりできる。職場
環境がよくなると思うことを望む。

1 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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

・　今実際に老人ホームの中に聞こえない人が入っている。まわりは 2 　特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）では、視覚、

usb11 44 5 509

・　今実際に老人ホームの中に聞こえない人が入っている。まわりは
健聴者ばかり。コミュニケーションが取れず、苦しい思いをしてい
る。早く手話のできる職員を増やしてほしい。またろう者向けの老人
ホームを作ってほしい。今実際に活動している取組がある。大切な場
所。ろう高齢者が集まってて交流してます。でも月に2回だけで足り
ない。本当は毎週集まれればよい。それに川崎市に一つだけしかな
い。市内からそこにみんな集まってくる。聞こえる人にはたくさんそ
ういう場があるが、聞こえない人には数が少ない。回数も少ない。実
際は送迎の人も足りない。送迎できる人、手話のできる人、ろうのス
タッフを増やすよう頑張っていきたい。協力してほしい。老人ホーム
でも手話のできる人も健聴者も協力をお願いしたい。

　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。
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備考
意見
NO.

意見
内容

中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

ＤＶＤ1 45 5 509

・　私はヘルパーの資格を持っていて、ろうの高齢者の家に行って
サービスをしている。利用者の声を聞くと、みんな普通のデイサービ
スに行くけれどもやっぱり周りが健聴者ばかりで、楽しいことは楽し
いがコミュニケーションが少ないので少し寂しい。ろうの高齢者が
いっぱい集まる場所をつくってほしいと思う。
・　川崎市ではろう者が集まるミニデイサービスをやっている。そこ
は楽しくやっている。そのような場所をもっと増やしてほしいと思
う。

2 　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。
　いただいたご意見の趣旨につきましては、他の施策で既
に取り組んでおります。

usb3 35 5 509

・　私は高齢だが、家の中に引きこもっている人が多い。そういう人
が集まって交流できる施設がほしい。施設に行く送迎車をつけてほし
い。

2 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。
　いただいたご意見の趣旨につきましては、他の施策で既
に取り組んでおります。

ＤＶＤ25 5 509

・　ろう者が高齢化の問題がある。今の施設に入るというのは本当に
嫌だ。ろう者が集まる、楽しんで暮らせる施設を作ること。今はあり
ません。神奈川県も必ず施設を一つ、高齢ろう者のための施設を作っ
てほしい。

2 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。
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備考
意見
NO.

意見
内容

中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

ＤＶＤ27 4 5 510

・　アメリカの店はどこに行っても手話のできる職員がいると聞い
た。安心して買い物ができるという話を聞いた。非常に魅力的だと思
う。日本でもぜひ同じ状況にしてほしい。日本はアメリカと比較する
と、50年くらい遅れていると思う。もっと広めてほしい。

1 　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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

ＤＶＤ31 10 5 510

・　電車に乗ったときに困ることがある。例えば、満員電車に乗った
際、字幕が表示されていても、見えないことがあるので、駅についた
際に、必死で看板を確認する。また、地下鉄の場合、看板の表示がな
く、どこを走っているのかがわからないので、乗る前に降車駅までの
駅の数を数えて乗車している。
・　高齢の場合、背が小さくて見えないので、確認が困難だと思う。
見える位置に字幕を掲示してほしい。
・　また、電車を降りて方向がわからないので、筆談で駅員に確認す
るが、時間がかかってしまう。手話ができればよいのにと思う。
・　大晦日にお店で買い物をする際、マグロの解体ショーやってた。
どんどん買っていく。私も参加したいが買えない。値段もよくわから
ない。手話で表してほしい。
・　スーパーで、聞きたいことがあっても、手話はもちろん、筆談を
してもらえないので聞けない。
・　この間、病院の診察が終わったあと、車に戻る際、階段で落ちて
頭をぶつけて怪我をしている人を見つけたが、救急車を呼ぶこともで

1 　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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

頭をぶつけて怪我をしている人を見つけたが、救急車を呼ぶこともで
きなかった。自分の車に乗せて運んで事なきを得た。血が流れてると
きに筆談は厳しい。
・　ろう者は車を使うとき補聴器を使う必要があるということ。補聴
器という条件がなくなると良い。
・　買い物の際、デパートに列があったときに、どのくらい時間がか
かるのかを知りたいが、口でしか言わないので、よくわからないので
あきらめた。筆談は時間がかかる。

10



備考
意見
NO.

意見
内容

中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

ＤＶＤ17 12 5 510

・　バスに乗ったとき、料金を精算するときにスイカなどを使うと、
成功した場合、ピッっと音が鳴るが、聞こえないので、成功している
かわからず、何回も機械につけてしまう。光って目で見てわかる仕組
みがあればよいのに。
・　買い物に行く際、レジで「袋が必要」なのか「ポイントをためる
のか」ということの区別がつかない。口形を大きくするか、手話で対
応してほしい。
・　病院の受付で、筆談でやりとりをして待っている。声で呼び出し
があるようだが、わからないので待っている。病院の受付や医者も手
話が必要である。
・　家の近くの子どもたちに、私は手話で話しかける。そうすると聞
こえないことをわかってもらえる。そのように手話を広めてほしい。

1 　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。 P.14～15

施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

ＤＶＤ24 15 5 510

・　レストランでメニューを指さして、「ホットコーヒー」を注文し
ても、何回か言わないと通じないことがある。
・　買い物に行くとき、隣の知らない人が突然隣に立って、携帯をい
じることがある。写真を撮られているかもしれない。困っている。

1 　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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

・　デパートで、手話で買い物ができたらいいと思う。 1 　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

P.14～15

ＤＶＤ26 16 6 510

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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充

usb7 19 5 510

・　買い物に孫とデパートに行った際に、孫が迷子になってしまって
どきどきした。警察に行って手続きをした。そのとき店内放送があっ
たらしいが気づかなかった。補聴器をつけているが詳細までは聞き取
れない。文字情報で伝えてもらえばわかった。ぜひつけてほしい。
・　また、駅で何かあった際、情報を確認しようとすると、健聴者優
先で駅員に後回しされてしまう。差別されていると感じる。
・　公園や海で孫がいなくなった際に、迷子専門のところがあって放
送がある。そこは音でお知らせしているので、小高い場所に掲示板の
ようなものを出して、「ここが迷子案内所」と明示してほしい。ま
た、ライフセーバーに手話を覚えてもらい、周りに手話で知らせてほ
しい。

1   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。

P.14～15
施策７　日常生活において
手話を使用できる機会の拡
充
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備考
意見
NO.

意見
内容

中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

ＤＶＤ19 33 5 510

・　素案にがっかりした。ろう者の要望は、社会参加の環境をつくっ
てほしいこと。選挙は今十分に参加できない状況である。

2  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。

ＤＶＤ1 37 5 510

・　手話言語条例はいろいろ足りない部分はある。例えば、病院に診
察に行くと困ったことがたくさんある。非常に面倒と言うことも多
い。また、子どもが、私は耳が聞こえないと言ってもしゃべってくる
こともある。お店でもそう。分からなくて帰ってしまうことがある。
タクシーでも息子がいればよい。バスで運転手が話しかけてきても分
からない。

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、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ついて、具体な取り組み方法を検討す
るなかで、今後参考にさせていただきます。

usb6 41 5 510

・　生命保険会社、銀行で契約したあとに変更したいことがある。ま
た会社の都合で郵便が送られてきたとき問合せは電話番号が書いてあ
る。平日の昼間は私は仕事しているので電話できない。仕方なく妹に
お願いして代理で電話すると本人ではないので断られる。私は聞こえ
ないので電話はできない。そういうとき保険会社も手話通訳がいてく
れれば、手話に対する理解できると思う。保険会社や銀行は電話でな
ければというところが多い。聞こえない人に対する理解を深めるた
め、手話のできる社員を配置してほしい。

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、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ついて、具体な取り組み方法を検討す
るなかで、今後参考にさせていただきます。

・　ろうの子どもが生まれたとき親はショックを受ける。病院に連れ
て行くと、医師からは人工内耳を進められることが多い。違和感を感
じる。聴者のように聞こえるようになる、と言われるが、そうではな
いと思う。失敗したときはどうなるのか。公表されているのは成功例

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。

ＤＶＤ13 32 5 510

いと思う。失敗したときはどうなるのか。公表されているのは成功例
だけである。人工内耳はいいものと誤解されるのではないか。中に埋
め込まれたものは取れない。小さい子どもが手術を受けていいのか。
医者は親に複数選択肢を提示すべきだ。ろうの子どもは実験材料では
ない。

ＤＶＤ20 48 5 512

・　今まで私は手話を使ってこなかった。大学に入ってから、手話の
勉強を始めた。なので手話通訳者の読み取りが難しい。学校ではノー
トテイク、筆記でのサポートをもっと増やしてほしい。

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、ノートテイクや要約筆記でのサポートに
ついては、各施設で決定することとなります。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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備考
意見
NO.

意見
内容

中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

ＤＶＤ32 3 6 601

・　今は手話通訳者の数が足りない。この手話言語条例が普及してい
けば、手話通訳者の養成が足りなくなるので、この聴覚障害者セン
ターで手話通訳者の養成、講習、勉強、指導をやっていただきたい。
そのためには、県で予算を使い、指導を普及していってほしい。養成
が広がることをお願いしたい。
・　私は、40年くらい前、欠格条項のろうあ運動を行なった際、アメ
リカから２人講師を呼んだ。２人とも聴こえない人で、１人が歯科
医、もう１人が介護士だった。ろう者でもドクターになれる。日本は
まだまだだと思った。日本もアメリカ並みになってほしいと思ってい
る。

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、いただいたご意見は、障害者総合支援法
に基づく手話通訳者・要約筆記者養成研修の実施にあた
り、今後の参考とさせていただきます。

ＤＶＤ32 40 6 601

・　通訳者によって手話の表現が違うことがある。なんだかわからな
いときがある。消毒と汚染がよく似た表現でわかりにくい。除染も同
じような表現。区別をわかりやすいように表現してほしい。

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。

ＤＶＤ36 42 6 601

・　条例が全国的に施行されている。そのおかげで手話通訳士がろう
者に対する表現がまちまちになっている。基本的に同じ手話をやって
ほしい。
・　聾学校で幼稚部から高等部までみんな手話が違う。手話の指導が
ないからである。指導があれば成人になったとき、みんな同じ手話で
会話ができスムーズである。

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。

・　神奈川県は日本では２番目に人口が多い県。もっともっと予算を 4 　手話通訳者については、障害福祉計画で平成29年度まで

ＤＶＤ1 5 6 601

・　神奈川県は日本では２番目に人口が多い県。もっともっと予算を
たくさん使って通訳を増やしてほしい。

4 　手話通訳者については、障害福祉計画で平成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とも十分調整しながら検討してまいり
ます。

ＤＶＤ18 39 5 602

・　不満は何かというと、会社の中のこと。専門部があり、その時は
通訳をつけてくれない。全国的に共通のことを教えてもらう、という
ときには通訳がつく。仕事としては、専門部のときにも通訳をつけて
ほしい。私も成長できると思う。お願いすると、会社は、テキストが
あるから通訳は要らないと言われることが多い。不満だ。ぜひ手話通
訳をつけてほしい。

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。
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備考
意見
NO.

意見
内容

中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

usb5 42 6 602

・　車で事故を起こしたため慌ててどうしようということがあった。
手話通訳がいればすぐテレビ電話でホンダに連絡できた。娘に代わり
に連絡してもらった。相手が連絡をして相手がやりとりして、警察ま
でレッカー移動した。その時やさしくしてもらい、車のハンドル操作
ができなくなったのは、ベルトが壊れていてリコールということだっ
た。損害保険でもホンダでも、手話通訳がいてくれればテレビ電話で
すぐに対応してもらえる。メールでは文章が苦手なので意味がなかな
かつかめない。ホンダでも保険でも銀行でもどこでも手話通訳がつい
ていれば、すぐに対応できるのに。県庁から強く各所に手話通訳を配
置するよう要望してほしい。

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。

ＤＶＤ14 49 6 602

・　また、お祭り、選挙とか、必ず手話通訳がつけば、楽しめる思
う。
・　今後はそういう場に必ず通訳をつけてほしい。
・県立だけでなく、市立の病院、大きい病院には必ず手話通訳が居て
ほしい。そういう人を育ててほしい。

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。

ＤＶＤ11 31 5 602

・　県の中で普及するのは当たり前。役所、公的施設で手話通訳が出
来る人を配置してほしい。受付に手話ができる人をおくのは当たり
前。そういう人は、コミュニケーションだけならともかく、手話で対
等に話をするのは無理。なので、手話通訳者を配置してほしい。

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。

ＤＶＤ33 38 5 602

・　幸区にある病院で、総合案内の男の人がたまたま手話ができる。
その方にお願いし、一緒に受信の科にいき、呼ばれるまで手話で話を
した。受診時もその方が医者の説明も手話でやってくれた。しかし先
日やめてしまった。今後病院で手話ができる人が一人でもいいからい
てくれれば安心できると思う。

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。

usb1 34 6 602

・　区役所の遠隔手話通訳はあまり通じない。手話通訳者の設置が必
要。

2 　一部県内の市町村や区役所には、手話通訳者が設置され
ている状況ですが、いただいたご意見の趣旨を踏まえ、今
後、計画を推進する際に市町村に対する働きかけを進めて
まいります。
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備考
意見
NO.
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中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

ＤＶＤ30 33 6 602

・手話通訳の派遣を受けているが認められないことがある。家族には
聞こえる者はいるが、親は高齢で通訳は頼めない。通訳を頼むのはよ
いが、生命保険、クレジットカードの電話の手続は本人でないとでき
ない。とても不便。会社にも手話通訳をつけてほしい。

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。

ＤＶＤ1 33 6 603

・　ろう者も仕事をしている。弁護士、薬剤師など。それに対する手
話通訳は育っていない。ろう者のニーズは手話通訳者のレベルアップ
してほしい。そのために身分保障をしてほしい。ろう者と健聴者がコ
ミュニケーションできる環境作りをしてほしい。

3 　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。
　今後、計画にのっとり、手話の普及推進を進めていく中
で、手話通訳者の需要が高まると考えられますが、頂いた
ご意見の趣旨は、計画を推進する際の参考とします。

ＤＶＤ33 13 6 603

・　病院とか、学校とか、市役所の派遣を遠慮して、個人的につける
ことがある。できるだけ通訳の派遣を頼むほうが良いと思います。仕
事として頼めば手話通訳も安心して自信をもって積極的にやりとりが
できるので良いと思う。

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。

・　派遣できないこともある。アパートで突然トイレ、お風呂が壊れ 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

ＤＶＤ6 33 6 605

・　派遣できないこともある。アパートで突然トイレ、お風呂が壊れ
たとき、大家さんや工事会社が来て、その二人だけで話して、私には
さっぱり分からない。自分が払うかもわからない。なおしたと言われ
ただけで終わる。納得できない。でもまだ直っていなかったりする。
ＦＡＸやメールでまた連絡をする。待たされてからまた来る、また二
人だけで話をする。不動産屋か大家さんが通訳をつけてくれればス
ムースである。手話通訳は限界があり、事前に申請をしなければなら
ない。スムーズに派遣をしてほしい。

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。

ＤＶＤ33 33 6 605

・　美容院に行っても話が通じないので納得いかないままお金を払っ
て帰る。マッサージにいっても相手が手話ができないので、マッサー
ジしてほしいところが指示できない。こういうところは、自分の都合
だから通訳派遣できないといわれる。全て派遣してほしい。お店でも
手話を勉強して、手話のできるスタッフを増やしてほしい。筆談では
なく手話ができるスタッフを増やしてほしい。

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。
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備考
意見
NO.

意見
内容

中柱 意見要旨 修正
反映

県の考え方 計画記載箇所

ＤＶＤ33 32 7 701

・　ろう者の意見を聴いて手話推進計画をつくってほしい。 1 　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。 P.21

第３章　推進体制

ＤＶＤ18 28 8 804

・　娘が来年高校生。娘もろう。健聴者の高校に行く場合、口話にな
るが、聞き取れない。文字情報が出るというシステムがあるが自己負
担である。できれば神奈川県から補助金を出してほしい。また、聴こ
えない人への情報保障をしてほしい。

4 　手話推進計画は、個々のろう者に対する補助を目的とは
していませんので、補助金を出すことはできません。情報
保障に係るご意見については、今後、手話の普及等を進め
るうえでの参考とさせていただきます。

ＤＶＤ1 1 8 819

・　私が昭和25年に平塚ろう学校に入ったとき、手話が禁止され、そ
のままずっと成長して、今に至る。くやしい。
・　勉強もわからないこともあったが、個人の努力でやってきた。

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。

ＤＶＤ4 11 8 819

・　いつもは女性部の活動を行っている。藤沢市、女性部の副部長に
なった。手話サークルと一緒に交流を行っている。
・　藤沢市聴覚障害者協会は活動があまりない。これから勉強して
やっていこうと思っている。
・　通訳者の人は知らない人が多い。もっと紹介してほしい。
・　今は役員の活動は１年と６ヶ月くらい。

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。

ＤＶＤ10 21 8 819

・　手話言語条例に期待している。 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。ＤＶＤ10 21 8 819 し、手話の普及等を進めてまいります。

ＤＶＤ11 22 8 819

・　平成26年12月25日に手話言語条例が成立したが、言いたいことが
いくつかある。
・　私、先天性ろうで、ろう学校で手話は禁止されており、厳しく口
話指導を受けてきた。とても苦しい思いをした。
・　先輩方からは「口話はうまい」といわれたが、卒業してからは全
く通用しなかった。

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。

usb8 45 8 819

・　アメリカ人が日本に旅行に来た場合、だいたいの場合英語で話す
人が多い。それと同じように私たちも相手が聞こえる人でも手話で話
しかける必要があると思う。聞こえる方から話しかけられるのを待っ
ているのではなく、こちらから手話でどんどん話しかけるのがよいと
思う。遠慮しないでどんどん手話で話しかけるのがよいと思う。

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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