
意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

84 1 101

　手話を広く浅く理解することと、手話を正確に理解す
ることは違う。計画策定の際、この２つはきちんと分け
て、それぞれについて検討してほしい。

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

20 1 102

p.1 最下行のろう者についての説明のところに加えて、
「また、触手話、接近手話などによるコミュニケーショ
ンを行う盲ろう者も含みます。」と入れていただきた
い。

1

　ご意見の趣旨を該当箇所に記載しました。 P.2
第１章　計画の概要
※部分

77 1 102

　手話通訳の有無によってろう者の生活が左右されるも
のではない。多くの県民がろう者に対する正しい理解を
広げていくことが大切。

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]

85 1 102

　手話の普及に加えて、手話を使用しているろう者への
理解が必要。

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]

95 1 102

　盲ろう者への理解も、素案の中に盛り込んでほしい。

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＞

神奈川県手話言語普及推進協議会における意見状況 資料３－３

1



意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

96 1 102

　「触手話」や「接近手話」についても記載してほし
い。

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
むものとすることを記載しました。

P.2
第１章　計画の概要
※部分

108 1 102

　「盲ろう通訳・介助員」についても記載してほしい。

1

　ご意見をふまえ、盲ろう通訳・介助員につい
ての記載を追記しました。

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

54 1 103

協議会では、「盲ろう者、ろう重複障がい者等まで含め
て計画してほしい」「手話通訳者の不足解消、処遇の改
善が必要」といった、かなりハードルの高そうな意見が
あったが、「５年後にめざす姿」と「最も理想的な姿」
をはっきりと意識して計画に書き込み、実現可能性も予
測して“この5年間の目標はここまで”という形で示すべ
き。

1

　ご意見の趣旨をふまえ、５年後の目標を施策
それぞれに掲載しています。

P.11～16
第２章施策の展開

1 1 105

　現状認識について、少し踏み込んだ記載があった方が
よい。特に、第４節の「手話とりまく現状」で提示され
ている統計データ等は参考資料に回しても良く、ここで
は現状どういう課題や問題があるのかを、端的にメッ
セージとして記載した方がよい。
　まず、ろう者の置かれている現状を正しく理解するこ
とが必要。

1

　ご意見の趣旨をふまえ、手話をとりまく現状
についての記載を充実しました。

P.4～9
第４節　手話をとりまく
現状

18 1 105

２．第2 節と以下の3 つの施策は見直した方が良いので
は？
※大柱に当たるこの施策のポイントは、2 つなのではな
いでしょうか？つまり、
Ⅰ 手話の普及と理解推進
Ⅱ 手話による情報保障の充実

4

　施策の３つの方向については、手話言語条例
を踏まえたものであるため、変更いたしませ
ん。

2



意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

46 1 105

　条例の趣旨の正確な理解、条例の趣旨に沿った施策の
施行のための解説資料を作成すること

3

　手話推進計画それ自体が、手話言語条例の趣
旨に沿った施策の施行のための解説資料です。
条例の趣旨を踏まえ、施策を実施してまいりま
す。

70 1 105

　この条例の施行後にめざすのは、「ろう」の方だけで
なく、すべての人が生き生きとくらせる「共生社会の実
現」だと思う。
横須賀市の「情報・コミュニケーション条例」は
、「ろう」の方の手話だけでなく、難聴の要約筆記や盲
ろうの支援はもちろん、知的障害者や言語障害のある脳
性まひ、高次脳機能障害の方のコミュニケーション支援
なども考えての条例を作った。県の手話言語条例も、
「県民が互いを理解しあえる地域社会の構築」をめざし
ています。
ですから、最終的にはそのような地域社会の構築、障害
者基本法ならば「共生社会の実現」を、この条例を具体
化することでめざすのだ、という意味の文言を、ぜひ入
れてほしいと思います。

1

　ご意見をふまえ、「計画が目指すもの」とし
て、「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」を記載いたしました。

P.3
第２節　計画が目指すも
の

72 1 105

２ページ
ここに施策を記載していますが、施策の説明が５節に記
載されており文面が離れています。この部分だけでは説
明が足らないので、ここには具体的な施策を記載しない
か５節に記載されている内容をすぐ後（３節）に記載す
るのが適当かと思います。

1

　ご意見をふまえ、２ページの「計画がめざす
もの」については、具体的な施策を記載せず、
基本的な方向性を示すにとどめることとしま
す。

P.3
第２節　計画が目指すも
の

3



意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

73 1 105

施策１について、課題には「ろう者に対する理解が十分
ではない」「手話が言語であることについて十分に周知
を図り」、と記載されているのに対し、施策内容には
「手話への理解促進」と「手話の普及推進」としており
施策とマッチしていないように捉えられてしまいます。
施策にも「ろう者に対する理解を促進」「手話が言語で
あることについて十分に周知」の記載が必要かと思いま
す。
したがって、「手話がろう者の言語であることに対する
理解」等の文章を追記してください。

1

　ご意見をふまえ、施策内容に「ろう者に対す
る理解促進」を追記しました。

P.11
第２章　施策の展開
施策１中記載文

92 1 105

　手話推進計画は５カ年計画だが、具体的な未来予想図
（アウトカム）がない。また、現状がわかる具体的数値
の記載がない。現状分析を踏まえた具体的な目標を記載
してほしい。

1

　計画が5年後の目指す姿を、可能な範囲で記載
します。具体的なレベルを明確にしていくこと
については、今後、計画の実施と進行管理の際
の課題とします。

P.20
手話推進計画に係る施策
の展開について（全体
図）

93 1 105

　５年後、どこまでのレベルを目指すのかを明確にして
ほしい。

1

　計画が5年後の目指す姿を、可能な範囲で記載
します。具体的なレベルを明確にしていくこと
については、今後、計画の実施と進行管理の際
の課題とします。

P.20
手話推進計画に係る施策
の展開について（全体
図）

94 1 105

　来年度から施行される障害者差別解消法に規定され
た、「合理的な配慮」とこの計画のすり合わせが必要だ
と思う。 3

　障害者差別解消法と手話言語条例は趣旨が異
なっており、手話言語条例は県民全体への手話
の普及を目指すものですが、いただいたご意見
の趣旨は、今後の参考とします。

55 1 106

施策の展開に書き込んでいる3つの柱、その展開の10施策
について異論はないが、書面で全体をみると総花的な印
象。具体的な実施計画への作り込み段階では、進め方の
メリハリがみえるように御願いしたい。

3

　ご意見を参考にし、施策の展開について全体
図を掲載し、各施策に目標を追記するなど工夫
しました。

9 1 108

第1 章 第4 節 手話をとりまく現状 ６手話通訳者の状況
について、登録人数の課題が挙げられていたが、名簿な
どから重複登録がわかる場合は修正するか、確認できな
い場合は、注釈にて重複登録がある旨を記載するべき。

1

　ご意見をふまえ、重複登録があることを注釈
として記載しました。

P.8
第４節　手話をとりまく
現状
５　神奈川県の手話通訳
者

4



意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

10 1 108

第1 章 第4 節 手話をとりまく現状 ７手話通訳者の状況
について、登録人数の課題が挙げられていたが、名簿な
どから重複登録がわかる場合は修正するか、確認できな
い場合は、注釈にて重複登録がある旨を記載するべき。

1

　ご意見をふまえ、重複登録があることを注釈
に記載します。

P.8
第４節　手話をとりまく
現状
５　神奈川県の手話通訳
者

10 1 108

第1章 その他
委員の方が、ろう学校における手話教育の実施を強調さ
れていたが、ろう学校長の方からは、実施しているとの
報告があり、温度差を感じた。

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。

21 1 108

p.3 ろう学校の生徒数の下に、「盲ろう者数」を加えて
いただくよう、お願い致します。

1

　ご意見をふまえ、身体障害者手帳交付者数の
うち、視覚と聴覚に重複した人数についての記
載を追記しました。

P.8
第４節　手話をとりまく
現状
＜盲ろう者について＞

50 1 108

●第４節 神奈川県の手話を取り巻く現状
→盲ろう者の情報も加えて下さい。
県内の視覚障害と聴覚障害の障害者手帳を併せ持つ者の
人数、
神奈川県盲ろう通訳・介助員制度に登録している盲ろう
者数、登録通訳・介助員数など。

1

　ご意見をふまえ、身体障害者手帳交付者数の
うち、視覚と聴覚に重複した人数、盲ろう通
訳・介助員登録者数についての記載を追記しま
した。

P.8
第４節　手話をとりまく
現状
＜盲ろう者について＞

60 1 108

第１章第４節５
ろう学校の生徒数各学校名、手話サークルの情報、聴覚
障害者情報提供施設のデータが必要である。 3

　ご意見をふまえ、特別支援学校児童・生徒数
や聴覚障害者情報提供施設について追記しまし
た。

5



意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

69 1 108

３ページの統計数字について、簡単な説明を付けていた
だけないかと思います。たとえば、ろう学校の生徒数が
減っているのはなぜか。特別支援校の在籍者などは増加
の一途なのに、なぜ、減っているのかなど説明を加えて
いただけたらと思います。

5

　「手話をとりまく現状」の記載については、
追記しましたが、ろう学校の生徒数の減少につ
いては、不明です。

105 1 108

　盲ろう者通訳介助員が不足しているという現状を知っ
てほしい。

1

　ご意見をふまえ、盲ろう通訳・介助員登録者
数についての記載を追記しました。

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

109 1 109

　パブリックコメントを募集する際、手話で手話推進計
画を説明した動画を併せて公開してほしい。

1

　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。

―

2 1 110

２．施策の展開
・最初の「１．手話の普及」の（１）手話への理解促
進、については、（１）ろう者への理解促進、した方が
しっくりきます。
委員にも同様の発言があったように感じます。手話への
理解促進とは、すなわちろう者への理解促進ということ
なので。（１）手話の理解促進にコメントされているこ
とは、（２）手話の普及推進と合体してもよいのではな
いでしょうか。

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]

17 1 110

１．第一章第２節当たりに、障害者差別解消法や関係法
規に則り、様々な生活上の困難性を持つ人々には｢合理的
な配慮｣を講じることが求められ、聴覚障害者について
は、その言語である｢手話｣の普及と確実な意思伝達の手
立てを講じることが合理的な配慮の具現化である･･･と
言った文言がある方がよいのではないでしょうか。

3

　障害者差別解消法と手話言語条例は趣旨が異
なっており、手話言語条例は県民全体への手話
の普及を目指すものですが、いただいたご意見
の趣旨は、今後の参考とします。

6



意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

22 1 110

p.6 (２)手話を学習する仕組みづくり、の項目の上が２
行空いていますが、１行に詰めてください。他のページ
が１行空けなので、揃えるとよいと思います。

1

　ご意見をふまえ、レイアウトを変更しまし
た。

P.14
２　手話に関する教育及
び学習の振興
（２）手話を学習するし
くみづくり

47 1 110

・文中「手話は言語である」との表記
→「手話その他の非音声言語も言語である」としてくだ
さい。
権利条約や障害者基本法には、「言語は、音声言語、手
話を含めた非音声言語に含まれる」と明記されていま
す。点字、指点字、パソコン筆記、拡大文字、サインな
ども「非音声言語」に含まれることを一般市民に理解と
啓発を広めることも重要であると考えます。

4

　手話推進計画は、手話言語条例の表記になら
い記載していることをご理解ください。

48 1 110

・最後の※部分について、以下のように加筆して下さ
い。
原文 ※手話言語条例において「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をいいます。
→上記部分に「接近手話や触手話を使う盲ろう者も含ま
れます。」を加筆して下さい。

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
むものとすることを記載いたしました。

P.2
第１章　計画の概要
※部分

49 1 110

●第２節 計画が目指すもの
→この節に以下の注意書きを加えて下さい。
「※手話の中には、盲ろう者の使う接近手話や触手話も
含まれる。」

1

　ご意見をふまえ、計画の初めのページに、
「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を記載いたしまし
た。

P.2
第１章　計画の概要
※部分

53 1 110

●３）手話を使用しやすい環境の整備
→施策９・１０にある「手話通訳者」に「盲ろう通訳・
介助員」も併記して下さい。 1

　ご意見を踏まえ、「手話通訳者の充実等」の
項目に、盲ろう通訳・介助員について追記いた
しました。

P.2
第１章　計画の概要
※部分

59 1 110

　「用語の説明」については、計画に書き込んでいる固
有名詞について、一般県民にも疑問がなくわかるように
記載・解説する配慮が必要。

1

　ご意見を踏まえ、用語の説明については、
「用語解説」の項目を追加いたしました。

P.22　用語解説

7



意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

61 1 110

(1)手話への理解促進「施策１」
第１章５節の1との整合をとるため、「手話に対する理解
を」→「手話およびろう者に対する理解を」と改める。

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]

71 1 110

※ 手話言語条例において「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をいいます。障害の
程度や種類を表したものではありません。 4

　この注釈中、「ろう者」は、手話言語条例上
の定義を記載しているため、追記等はできませ
ん。

76 1 110

易しい言葉を使って作成してください。
1

　ご意見を踏まえ、出来るだけ平易な言葉で記
載するよう努めました。

（計画全体）

110 1 110

　広く一般県民にも理解してもらえるよう、論点を整理
して、わかりやすく記載したほうがよい。

3

　いただいたご意見をふまえ、この計画が県民
の手に取りやすいよう、コラムやイラストなど
を取り入れて計画を修正いたしました。また、
各施策に目標を追記いたしました。

29 2 201

施策 手話の普及、ろう者についての理解促進を担う人材
の育成を進めます。
手話・ろう者理解普及担当講師養成講座を開催する等、
人材の育成を図ります。
※ 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

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。
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

7 2 203

何かを普及させる際、イメージアップはすごく重要で
す。手話でも同じで、世間一般に「手話を少しでもでき
ることはカッコイイ、時代の先端を行っている」と思わ
せるイメージ戦略はとても重要です。普及させる手段と
してはイメージアップが有効だと考えています。手話
に、あえて横文字を併記して使うのも有効かもしれず、
神奈川県が率先して手話の従来イメージを変えていこう
という取組みもあって欲しいと思います。

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。

51 2 203

第２章 施策の展開
１）手話の普及
→[課題]部分に以下を加筆して下さい。
「また、手話の中には盲ろう者が使う接近手話・触手話
も含まれます。※盲ろう者のコミュニケーション手段
は、手話の他に指点字や音声などがあり個によって様々
です。」

1

　いただいたご意見をふまえ、計画の初めの
ページに、「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を記載い
たしました。

P.2
第１章　計画の概要
※部分

56 2 203

　広く県民の理解を得て、社会の中での「ろう者」のお
かれている状況、一般的な手話(基本的なあいさつなど)
についての認知度を高めていく（萩原委員が資料提出さ
れた「手話のある街　神奈川県」のイメージを5年後の達
成ベースで整理して、周知、浸透、理解をはかるように
することなど）

1

　いただいたご意見をふまえ、ろう者の置かれ
ている状況については、施策の課題に、県民向
けの手話普及については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
第２章　施策の展開
１　手話の普及[課題]
（１）手話への理解促進

81 2 203

　高校生など若い世代の人に手話に接してもらえればよ
い。

1

　いただいたご意見の趣旨については、県民に
対しての手話の理解促進として、施策に記載し
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、県民に手話を
ご理解いただけるよう努めてまいります。

P.11
第２章　施策の展開
（１）手話への理解促進
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

90 2 203

　事業者側からすると、新たな義務付けを行われること
は抵抗感が強い。誰でも取り組むことのできるあいさつ
を皆で覚えることから始めてみてはどうか。

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

91 2 203

　手話への理解はまだまだ不足していると思う。いきな
りろう者の雇用を義務付けするのではなく、「手話を通
じてコミュニケーションを行うことの必要性」から理解
を求めたほうがよい。

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

6 2 204

＜知事が率先してアピールしていただく＞
まず、関心をもってもらうには著名な方に手話を使って
いただくことが一番です。
知事の毎月の定例会見の冒頭、少しだけでも手話を使っ
ていただくと、ものすごく影響力が大きいのではないで
しょうか。
黒岩知事は知名度が高いですし、センスもよい方で、知
事が手話を率先して使われることで手話のイメージが
アップするように思います。

3

　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。

79 2 204

　手話普及に向けた動画を中心とした、県民が訪問した
くなるような魅力的な要素を取り入れたサイトを開設し
てはどうか。 3

　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、県民が手話を学習しやす
い環境の整備に努めてまいります。

86 2 204

　手話普及推進のためのマスコットを作成するか、ある
いは県内既存のマスコットに手話を覚えてもらい、マス
コットが動画で手話を行う様子をアップすることの検討
や、イベント時、マスコットと一緒に手話を学ぶという
のはどうか。

1

　広く県民向けに手話の理解促進を行うためイ
ベント等を実施し、その中でキャラクターを活
用する旨、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.12
第２章　施策の展開
施策３　イベント等を活
用した手話の普及等の推
進
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

3 1 207

　施策３の「県民に向けた手話のイベント等を開催しま
す」は、通常のイベントにどんどん手話を取り込んでい
く方がよほど重要ではないでしょうか。手話のイベント
だと、関係者や理解者だけの集まりとなりそうです。し
かし、県民だれもが関心を持つイベントに積極的に手話
を取り入れていく方が、県民に広く手話というものを知
らしめ、理解させることにつながると思います。

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

12 2 207
手話記念日とは何でしょうか。

5

　手話言語条例の制定を記念した日を想定して
いますが、必ずしも特定の日である必要はな
く、県民の方々への普及活動の契機になればと
考えています。

28 2 207

施策４に以下を追記
これらのイベントの効果的な実施のために、手話サーク
ル、手話学習者の協力を得て進めます。 3

　ご協力いただけることに感謝しますが、この
計画はイベント実施にあたって義務を課す性質
のものではありませんので、記載は控えたいと
考えます。

61 2 207

(1)手話への理解促進「施策１」
「手話記念日」→条例レベルでの必要性があるのかどう
か。 3

　ご意見の趣旨をふまえ、今後、計画の実施に
あたります。

13 3 300

■2 手話に関する教育及び学習の振興について
①「課題」に「小・中・高等学校では」とありますが県
内の大学を含めてもいいと思います。一般教養や研究室
等で取り入れることも可能だと思うので、そのための教
材があるといいです。

1

　いただいたご意見をふまえ、手話に関する学
習冊子を作成いたします。いただいたご意見
は、今後、冊子を配布する際の参考とさせてい
ただきます。

P.14
第２章　施策の展開
施策６　手話を学ぶため
のしくみの充実
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

14 3 300

②先日の会議では「ろう学校も含めて教育現場全体と考
えれば良い」との意見もありましたが、「ろう学校」と
いう用語はあえて明記した方がいいと思います。
私のように日常、手話やその環境と関わりがない者は
「学校」と言われてろう学校を含むとは考えもしませ
ん。何も知らない県民に対して普及させることを想定
し、馴染みのないことばをあえて記載し、用語の説明を
充実させると興味を持つと思います。

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。

19 3 300

「聴覚障害者に対する手話教育の保障｣と言うのは、この
施策とは別の問題と思いますが、（大柱の２に教育や学
習と書くからこうした混乱が起こったのです）さてどう
しましょうか。
施策展開の中に入れず、大前提の話しとして第5 節当た
りに特記事項として書くか？です。ただ、書くとして
も、ろう学校に特化して書くことには反対です。手話を
学ぶにはろう学校に行かねばならない、ろう者はろう学
校に行くものだという偏見を拡大再生産する結果になる
からです。
書くとすれば次のようになるのではないでしょうか。
※なお、聴覚に障害があり、手話によるコミュニケー
ションを自らの言語とする児童生徒の教育については、
すべての学校種（幼小中高特別支援学校）のどこに在籍
していても、そのニーズに応じた手話の学習が保障され
るべきものと考える。

3

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。
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

34 3 300

中柱を追記し、以下の施策を追記
　また、健聴児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ための
支援体制が必要である。「ろう学校等」には、ろう児が
在籍する健聴児の学校も含む。

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。

34 3 300

中柱を追記し、以下の施策を追記
健聴児の学校に在籍するろう児の手話の獲得、手話の学
習、手話での学習の支援体制の整備を図ります。

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。

63 3 300

２ 手話に関する教育及び学習の振興
(1) 学校で手話を学ぶ機会等の充実「施策４」「施策
５」
→普通校で健聴児が手話を学ぶ意味と、ろう学校で手話
をろう児が学ぶ意味は全く異なるので別項を立てて推進
する必要がある。

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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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

87 3 300

　手話を学ぶ場を作ったとしても、「点」で終わってし
まい、「線」でつながってこない。学校教育の中で日常
的に手話を使用するなど、「線」でつなげる仕組みが必
要。

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。

89 3 300

○　ろうの子どもが手話を覚えることが難しい環境であ
る。ろうの子どもに手話をきちんと教える時間を設けて
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。

98 3 300

○　教育においては、単に手話を教えるというよりも、
ろう者とコミュニケーションができたことの喜びが児童
に伝わるようにするとよい。 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。

99 3 300

○　子どもの喜びを引き出すために、手話を用いた遊び
など、楽しく手話を学べるよう、指導者が工夫を行うこ
とが必要だと思う。 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ために、ご意見の趣旨
は、今後の取組の参考といたします。

100 3 300

○　子どもたちの心に残る授業が必要だと思う。

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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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

102 3 300

○　学校の記載にあたっては、｢ろう学校｣を明記したほ
うがよい。

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。

103 3 300

○　｢ろう学校｣を、特記して記載することは反対であ
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。

24 3 301

２ 手話に関する教育及び学習の振興
「ろう児が家庭、ろう学校等において、言語としての手
話を獲得し、ろう学校等において手話を学習し、手話で
様々なことを学ぶことができる環境をつくります。」
を追記してほしい。

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。
　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。

15



意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

31 3 301

２　手話に関する教育及び学習の振興
課題に以下を追記
現在、ろう児は言語としての手話を獲得し、手話を系統
的に学習し、手話で様々なことを学ぶ機会がありませ
ん。

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。

34 3 301

中柱を追記し、以下の施策を追記
（３）　ろう児の手話の獲得及び学習並びに手話での学
習の環境の整備
施策11　ろう児が家庭、ろう学校等において、言語とし
ての手話を獲得し、ろう学校等において手話を学習し、
手話で様々なことを学ぶことができる環境をつくりま
す。
※　健聴児が家庭、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が必要である。

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。
　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。

16



意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

34 3 301

中柱を追記し、以下の施策を追記
ろう児の手話学習カリキュラムの整備を図ります。

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。

74 3 301

課題に、「ろう学校においても手話を学ぶための授業は
ありません」と記載するのであれば、施策にも「（ろ
う）学校で手話を学ぶための授業を実施する」を記載し
た方が良いかと思います。

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。

80 3 301

○　ろう学校には、国語の時間はあるが、聴覚障害者の
言語である手話を学ぶ時間がない。手話を学ぶ機会がな
いろう者もいるので、ろうの子どもがきちんと手話を学
ぶカリキュラムを設けてほしい。

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。

17



意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

88 3 301

○　ろう学校では、手話で授業を行っているが、手話そ
のものを学ぶ授業は行っていない。手話そのものを学ぶ
時間が必要であることを知ってほしい。

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。

97 3 301

○　ろうの子どもたちが、ろう学校で手話を学習し、手
話で様々なことを学ぶ機会が必要だと思う。

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。

57 3 302

②　将来にわたって長く手話普及等の推進者となりうる
小・中学生に力点をおいた普及の取組みの強化（現職教
師に追加で負担を強いることは現状では無理だと思われ
るので、学校向けの手話普及員(手話通訳者を含む)、ボ
ランティア協力の募集・配置をすすめるなど）

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。
　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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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

34 3 303

中柱を追記し、以下の施策を追記
ろう学校教職員手話研修の実施を進めます。

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
等が行えるよう教職員の研修会等については、
既に取り組んでいます。

101 3 303

○　教員がろう者について理解することが必要。研修に
手話を盛り込んでほしい。

3

　研修については、施策の５に反映しておりま
すが、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。

34 3 304

中柱を追記し、以下の施策を追記
保護者の手話学習事業の実施を進めます。

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。
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

32 4 401

施策を追記
施策９ 手話を教える講師の養成を進めます。
※ 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。
手話講習会講師養成講座を開催する等、人材の育成を図
ります。

3

　すべての県民に対してろう者や手話に対する
理解をしていくとともに、言語である手話の普
及推進を図ります。ご意見の趣旨は、今後の取
組の参考といたします。

62 4 401

(2)手話の普及促進「施策２」「施策３」
→普及啓発の人材確保が必要。

3

　すべての県民に対してろう者や手話に対する
理解をしていくとともに、言語である手話の普
及推進を図ります。ご意見の趣旨は、今後の取
組の参考といたします。

64 4 401

(2) 手話を学習する仕組みづくり「施策６」
→「施策１」を補強するためにも、「手話講師」の確
保・養成が必要である。 3

　すべての県民に対してろう者や手話に対する
理解をしていくとともに、言語である手話の普
及推進を図ります。ご意見の趣旨は、今後の取
組の参考といたします。

52 4 402

●２）手話に関する教育及び学習の振興
→手話を学ぶ学習教材を用意するときに、必ず盲ろう者
が使う手話についても記載をして下さい。 3

　いただいたご意見をふまえ、手話に関する学
習冊子を作成いたします。いただいたご意見
は、今後、冊子を作成する際の参考とさせてい
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
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

5 4 404

＜大人や社会人がもっと身近に接する機会を増やす＞
手話は早くから学校教育に取り入れて馴染みを持たせ、
学ぶ機会があるに超したことはありませんが、大人が手
軽に学ぶ機会がもっとあってもよいと感じます。
この委員を拝命してから、初回の委員会までに少し手話
を学びたいと思いあれこれ当たりましたが、大きな書店
に行っても手話の参考図書は驚くほど少なく、時間に余
裕がないと手話サークルなどにも参加できません。
委員会で知り合った萩原さんに、ネットで手軽に学習で
きるサイトなどを教えてもらいましたが、学びたいと
思っても手軽に学べる機会が少ないように感じていま
す。
たとえば、先般配布された資料に、神奈川県庁のイント
ラネット？（今、手元に資料がないので正確に覚えてい
ませんが）で「簡単な手話」を紹介しているようなチラ
シが入ってましたが、いっそ、県庁の公式ホームページ
に「みんなで気軽に学ぼう手話」という動画のサイトを
つくり、広く県民が学ぶツールとしていただくとかして
はいかがでしょうか。
大人が手話に親しむ機会が案外少ないということも、問
題かなと思いましたので、神奈川県では手話に接する機
会・学ぶ機会を増やすということで計画をつくる際に考
慮していただけると有り難いです。

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、
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.11,14
第２章　施策の展開
施策１　県民への手話講
習等の拡充
施策６　手話を学ぶため
のしくみの充実

26 4 404

施策１の文章に以下を追記
県民への手話の講習等を拡充し、手話及びろう者に対す
る理解を深めます。 1

ろう者に対する理解促進について追記しまし
た。

P.11
第２章　施策の展開
１　手話の普及[課題]
（１）手話への理解促進
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

27 4 404

施策を以下のとおり追記
施策 事業者、学校等における手話及びろう者についての
理解の促進を支援します。
事業者、学校等が、手話、ろう者についての知識や理解
を促進するために研修会等を開催するにあたり、助言、
指導などの支援を行います。
※ 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行うこと
が必要である。

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、
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
第２章　施策の展開
１　手話の普及[課題]
（１）手話への理解促進

33 5 404

【取組事項】
・手話講習会講師養成講座
・自治体職員（警察・消防含む）対象手話研修・ろう者
理解研修
・事業者内手話学習・ろう者理解研修支援
・手話検定（全国手話研修センター）の活用、受験の奨
励
・手話サークル活動支援

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。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。

38 5 501

施策　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。以下のとおりに修正
・　県（県警含む）職員、医療従事者対象の手話講習等
の機会を拡充し、手話による基本的な対応ができる人材
の育成に取り組みます。

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、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。

58 5 501

③　県内の公共施設窓口等に手話のできる対応者、手話
挨拶のできる担当者の配置拡大・推進の協力を依頼

3

行政窓口における対応については、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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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

82 5 501

○　自治体の窓口に手話通訳を設置していても、曜日や
時間に制限があるため、一般の人と同様、必要に応じて
用事を済ませることができない。

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、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。

8 5 502

＜ITも重要なツール＞
河原委員から、会議の冒頭、手話通訳サービスについて
の問題提起がありました。
河原委員のご指摘はよく分かりますが、個人的にはテク
ノロジーを否定する必要はないと考えています。
「タブレットで手話通訳サービスがあれば十分でしょ」
ということで終わるのはもちろん良くないと考えます
が、手話通訳者に限りがある中、ITやタブレット、スマ
ホを駆使した手話サービスの普及は、個人的にはもっと
推進してもよいと考えています。
企業でもテレビ会議や電話会議は当たり前の世の中で
す。
もちろん、重要な会議や契約締結にかかわる交渉はフェ
イス・トゥ・フェイスでやりますが、テレビ会議や電話
会議で済むことはたくさんあります。
県民が手話に関心を持ち、一言でも多く会話ができるよ
うになることが目標ですが、英語ですら普及していない
のですから、手話の普及（ろう者の行動範囲を広げる）
という意味で、テクノロジーを否定する必要はないと考
えています。

1

　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。

P.15
３　手話を使用しやすい
環境の整備
施策８　非常時に手話で
意思疎通できる環境の整
備
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

39 5 502

施策に追記
県のたより、広報番組など県が発信する情報を手話で得
ることができるようにします。
※　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。
【取組事項】
県広報番組・県議会中継への手話の挿入を進めます。
県及び関係機関の広報等の手話動画での発信を進めま
す。

3

県広報番組・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。

46 5 502

（その他）
・県知事をはじめとする県幹部の積極的な手話の学習、
使用を促進すること

3

　神奈川県手話推進計画では、施策７にて、
「県機関において手話による基本的な対応がで
きるよう、県職員対象の手話講習等の機会を拡
充します。」としています。頂いた意見の趣旨
を踏まえ、施策を推進して参ります。

42 5 503

中柱に（３）非常時における手話での情報取得、意思疎
通の環境の整備を追記し、以下のとおり施策を追加
　
施策　災害、事故等非常時において、ろう者が避難情報
などの情報を手話で取得し、手話で意思疎通し、避難、
安全確保及び生活復旧ができるようにします。
※　日常時だけでなく、災害、事故が起きた時にも手話
で情報が得られ、迅速な判断、行動ができるようにする
必要がある
※　避難所での生活においても手話で生活できるように
する必要があり、生活の再建においても様々な情報取
得、相談支援が手話で行われる必要がある
テレビにおける防災、避難情報の手話での発信を進めま
す。
被災ろう者への手話での情報提供、相談支援体制の整備
を進めます。

3

　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
対象が限定されてい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。
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

43 5 503

施策 非常時に、迅速に手話通訳が派遣される環境の整備
を促進します。を追加。
　災害、事故、病気や怪我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
整備に向けて、市町村、関係機関及び関係団体と連携し
て進めます。

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。

83 5 503

○　ろう者にとって、災害時の手話による情報は大事で
ある。放射能漏れや、ガス漏れといった目に見えない事
態や、被災者への支援情報などについては、文章（文
字）だけではわかりにくい。 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
対象が限定されてい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
３　手話を使用しやすい
環境の整備
施策８　非常時に手話で
意思疎通できる環境の整
備

104 5 503

○　災害・事故等の非常時に、避難、安全確保及び生活
復旧ができるよう、手話での情報取得や意思疎通ができ
るようにしてほしい。

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
対象が限定されてい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
３　手話を使用しやすい
環境の整備
施策８　非常時に手話で
意思疎通できる環境の整
備

38 5 508

施策　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。以下のとおりに修正
・　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みます。

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。

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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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

44 5 509

施策　高齢ろう者、重複障害を持つろう者が手話で意思
疎通でき、必要な支援を受けられる施設及び支援サービ
ス体制を整備します。
※　現在、県内には手話でサービス、支援を受けられる
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
高齢ろう者、重複障害を持つろう者のための施設の整備
を進めます。
高齢ろう者、重複障害を持つろう者のための支援サービ
スの実施を促進します。

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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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

15 5 510

■3 手話を使用しやすい環境の整備
①施策７の「基本的な手話が使われるよう関係機関に対
する働きかけ」とありますが、曖昧なので具体的にどの
ような支援を行うのか記載があった方がいいと思いま
す。 1

　いただいたご意見を踏まえ、施策７に「民間
事業者」という記述を追記いたしました。
　また、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。

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

37 5 510

３　手話を使用しやすい環境の整備の課題を以下のとお
りに修正
手話で対応可能な公共の窓口や、企業・商店、高齢・障
害福祉サービス等はまだまだ少ないのが現状です。観劇
やイベント等も同様な状況です。県のたよりやホーム
ページの情報を手話で得ることができません。テレビの
広報番も一部を除くと手話がついていません。県民生活
の様々な場面で、手話を使い、手話で情報を得ることの
できる環境の整備に向けて取り組む必要があります。
　特に、災害や病気などの緊急事態が発生した際に、ろ
う者が必要な情報を取得し、意思疎通を行える仕組みが
不足しています。
　また、手話で会話ができる人及び手話通訳者を育成す
る取組みも必要です。

3

　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
対象が限定されてい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。

38 5 510

施策　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。以下のとおりに修正
・　観光情報はじめ各種情報の手話での提供により、ろ
う者が県内観光地や施設を楽しむことができる仕組みづ
くりに取り組みます。

1

　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.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

65 5 510

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」
→ろう者が手話で情報を得る(受信)のみならず、ろう者
が手話で情報を出す(発信)視点も必要である。

3

　手話の普及等を計画に記載しておりますが、
いただきましたご意見は、具体的な実施に向け
た今後の参考としてまいります。
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

65 5 510

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」
→観光情報や広報では手話での情報発信にろう者も自ら
協力が可能。自分の住んでいる町や観光地について、行
政と共に手話で案内する動画は有用である。２０２０年
東京オリンピックでは多数の外国人ろう者が来日するこ
とが予想される。

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。

65 5 510

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」
→聴覚障害者を雇用している企業等に、障害者雇用促進
法等による手話通訳者の派遣制度の活用を呼びかけるこ
とも有用である。

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、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。

78 5 510

　手話のできる店に、かにゃおの“いいにゃ”シールを
作成・配布するなど、シールやカレンダーなどの手話
グッズを製作できないか検討してほしい。

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、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。

40 6 601

施策９の文章を修正
手話通訳者の計画的な養成等と、手話通訳者の労働条件
の整備に努めます。とし、次を追記
・ 増大する手話通訳及び要約筆記の需要に対応するた
め、手話通訳者及び要約筆記者を養成するとともに、ス
キルアップのための現任研修事業を実施します。

3

　手話通訳者が、さまざま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 6 602

３ 手話を使用しやすい環境の整備
手話通訳者の養成と派遣する機会の拡充を図ります。

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等
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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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

41 6 602

施策10の文章を修正
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
きる環境をつくります。とし、以下のとおり内容を修正
※　手話通訳者がその資格を活用し、手話通訳者として
生活できる環境の整備が必要である
県民が参加する県主催事業に、手話通訳者が派遣される
よう取り組みを進めます。
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な環境を
つくります。
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ます。
医療機関等、民間事業所で手話通訳の必要性の高い事業
所における手話通訳者の雇用を働きかけます。

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等に
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。

67 6 602

(2) 手話通訳の充実等「施策８」「施策９」「施策１
０」
→県主催事業に手話通訳者が派遣されることは良いこと
であるが、民間主催の事業にも派遣されるよう働きかけ
る必要がある。

1

 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。その中で、「市町村や民間の事業や行
事にも手話通訳者が派遣されるように働きかけ
ます。」としております。

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

106 6 602

○　さまざまな場面で、手話通訳者が活躍することがで
きる環境をつくってほしい。

1

  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。
　いただいた意見をふまえ、今後計画を実行し
てまいります。

P.16
施策10　手話通訳者が派
遣される機会の拡充
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

4 6 603

・施策９は、是非、「手話通訳者の計画的な養成と地位
向上に努めます」と、「地位向上」を入れていただきた
いと思います。
地位が向上しなければ、手話通訳者になろうとする人材
は育ちません。
神奈川県が率先して、待遇改善を働きかけていく意思表
示をすることは、全国の手話通訳者に希望を持たせると
思います。

3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手
話通訳者が派遣される機会等の拡充について記
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。

16 6 603

②これまでの会議で出された意見を考えると、施策10 で
は、手話通訳者が派遣される機会の拡充に加えて、手話
通訳者への保障や負担への配慮についても記載が必要だ
と思います。
手話を推進する上で欠かせない手話通訳者のこともきち
んと考えていると伝わった方がいいと思います。

3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手
話通訳者が派遣される機会等の拡充について記
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。

40 6 603

施策９の文章を修正
手話通訳者の計画的な養成等と、手話通訳者の労働条件
の整備に努めます。とし、次を追記
・ 手話通訳者の労働・処遇改善に努め、手話通訳者の確
保・増員を目指します。

3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手
話通訳者が派遣される機会等の拡充について記
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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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

41 6 603

施策10の文章を修正
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
きる環境をつくります。とし、以下のとおり内容を修正
・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ま
す。 3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手
話通訳者が派遣される機会等の拡充について記
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。

107 6 603

○　手話通訳者の身分、待遇等を改善してほしい。

3

　手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手
話通訳者が派遣される機会等の拡充について記
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。

40 6 605

施策９の文章を修正
手話通訳者の計画的な養成等と、手話通訳者の労働条件
の整備に努めます。とし、次を追記
・ 市町村と連携して、派遣コーディネーターや各市町村
の担当者 対象の研修会を実施を行うことにより、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
の解消を図ります。

3

手話を使用しやすい環境の整備のなかで、手話
通訳者が派遣される機会等の拡充について記載
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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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

66 6 605

(2) 手話通訳の充実等「施策８」「施策９」「施策１
０」
→手話通訳者の養成において基礎となるのは市町村が実
施する「手話奉仕員養成事業」「手話通訳者設置事業」
であるが、神奈川県域では市町村間相互の格差が大き
く、質・量ともに不十分である。これは現行施策の課題
であるので、手話普及推進計画においては課題の把握が
重要である。なお、政令市である川崎市において切れ目
のない養成を行っている他は、手話奉仕員養成と手話通
訳者養成に有機的なつながりを持っていない。

3

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
化を図ってまいります。

11 7 701

第3 章 推進体制
（意見）標記の仕方になるかと思いますが
手話言語普及推進協議会の位置づけについて、設置要綱
の第1 条（趣旨）にある、基本は「意見聴取」であるこ
とを明記しておいた方がいいかと思います。
昨日の協議会で、協議会で作成された計画などを承認す
るような流れの話になっていた感じがしました。

1

手話言語普及推進協議会の役割について、計画
中「推進体制」に明記しました。

P.21
第３章　推進体制
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

23 7 701

推進体制に下記のアンダーラインの文言を追記していた
だくようお願い致します。
第３章 推進体制
（１） 手話言語普及推進協議会
手話推進計画の円滑な推進を図るため、有識者等から構
成される手話言語普及推進協議会を設置します。この協
議会では、計画に掲げた施策の取組状況等を報告、意見
交換を行い、計画の効率的な推進を図ります。本協議会
は、(2)に示す手話言語推進会議の関係部局と協働し、
ワーキンググループ（手話理解・普及、教育、就労、
等）を設置します。ワーキンググループは、具体的推進
案を作成し本協議会に提案し、手話言語推進会議を通じ
て実施します。
(２) 手話言語推進会議
庁内関係部局で構成する手話言語推進会議を設置しま
す。この推進会議では、全庁的な視点から課題や取組み
について検討を行うとともに、関係部局と連携しつつ、
計画の総合的な推進を図ります。なお、推進・実施につ
いて年次経過を協議会に報告し、協議会の審議に協力し
ます。
（３） 市町村や事業者等との連携・協力
手話の普及等に関する施策の推進には、県が市町村や事
業者等との連携・協力が不可欠であることから、市町村
や事業者等との連携・協力体制について働きかけを進め
ていきます。手話言語推進会議は、市町村や事業者等と
の協力体制の実施状況を協議会に報告し、「手話のある
街かながわ(５年後の姿)」に近づくよう努めます。

3

推進体制については、それぞれに規定されてい
る要綱上の表記といたします。
今後、具体的に計画を推進するに際し、いただ
いたご意見は、参考にいたします。

45 7 701

（推進体制）
・実際の施策の推進体制、具体的な企画・立案・施行体
制に当事者を参画させること 3

神奈川県手話言語普及推進協議会において、当
事者団体等から意見を頂いています。

45 7 701

（推進体制）
・手話推進計画の施行に関する苦情、要望の窓口を整備
すること 3

現時点で手話推進計画に関する苦情、要望の窓
口を整備する予定はありませんが、いただいた
意見は、今後の参考とします。
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

45 7 701

（推進体制）
・パブリックコメントを実施する前に必ず案を当事者団
体に提示し、了解を得ること。 3

パブリックコメント案については、神奈川県手
話言語普及推進協議会委員に提示いたしまし
た。

68 7 701

第３章 推進体制で、手話言語推進会議は、検討結果を手
話言語普及推進協議会に報告することを明記

3

　手話言語普及推進協議会及び手話言語推進会
議の要綱にのっとり運用します。

68 7 701

第３章 推進体制で、市町村や事業者等との連携・協力は
重要である。

1

　いただいたご意見については、「推進体制」
の部分に明記いたしました。計画を実行するに
あたり、市町村や事業者等と連携・協力し、手
話の普及推進を致します。

P.21
第３章　推進体制

75 7 701

協議会と推進会議の関係性が見えません。推進会議では
協議会からいただいた意見提案を踏まえての文言を追記
した方が良いです。 3

　「推進体制」に図を追記いたしました。推進
会議、協議会については、要綱上の表記といた
します。

75 7 701

市町村や事業者等との連携・協力は手話言語推進会議の
決定を受けて、どの組織が行うのか責任を明確にしてお
いた方が良いです。 3

　「推進体制」に図を追記いたしました。推進
会議、協議会については、要綱上の表記といた
します。

75 7 701

手話言語推進会議について、
「手話言語普及推進協議会からいただいた意見提案を踏
まえ」を追記 3

　「推進体制」に図を追記いたしました。推進
会議、協議会については、要綱上の表記といた
します。

35 8 804

施策　医療、福祉、教育の分野の機関が連携し、聴覚障
害乳幼児を持つ保護者に必要な情報を提供し、相談など
の支援を行う体制をつくります。
※　聴覚障害乳幼児を持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
環境を選択できるよう支援する体制が必要である

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。
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意見NO. 意見内容区分 中柱 意見要旨
意見
反映
区分

県の考え方 計画記載箇所

36 8 804

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
援体制を整備します。

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。

30 8 806

施策を追記
施策 神奈川県のろう者の手話の収録、保存を進めます。
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、保存の活動を進めます。
※ 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

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。

62 8 806

(2)手話の普及促進「施策２」「施策３」
→高齢ろうあ者の消えゆく手話の保存・研究

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。

62 8 806

(2)手話の普及促進「施策２」「施策３」
→神奈川県独特の手話研究例:手話地名→「施策５」と関
連 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。

46 8 815

（その他）
 ・計画の実施に必要な予算を確保すること

4

　計画実施にあたり必要な予算は、各年度の予
算調整の際に精査します。
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