
１について

№ 意見要旨 委員 担当所属 回答

1

1　(1)
 新型コロナウィルス感染予防のため、教育や労働分野でもリ
モートで遂行している。手話講習会もリモートでの取り組みを積
極的に試行していくべきだと思われる。実際に実施している例も
あると思うので、そうした経験を神奈川の中でも取り入れて実施
することが望ましい。

小川委員 地域福祉課

手の動きや角度の違いが意味の違いとなる手話の特性や、リ
モートの通信環境等による画面の一時停止の課題等もあり、
手話講習会については、感染対策も施した上で開催としている
ところですが、対応の可能性も含めて、関係機関に確認しま
す。

2

１(2)(3)
イベントの中止はやむを得ないが、上記と同様、リモートでの実
施を試みてもよいと思われる。新たな関心をもつ層を取り込むこ
とができるかもしれないので、コロナ禍の時期だからこそ、新し
い試みもしていけるとよい。

小川委員 地域福祉課

普及啓発イベントのような、人を集めて行う催し物の開催が困
難な中、その手法以外でどのような対応が可能なのか検討しま
す。

3

2 (1)
 リーフレットや冊子の配布、動画配信など一方向の啓発ではな
く、できるだけ双方向になるような試みも検討していくとよいと思
う。

小川委員
教育局

地域福祉課

（教育局）
学校における手話学習では、聴覚障がいのある方による講演
や、よりよいコミュニケーションが図れるように手話実践を行っ
ている例があります。例えば、障がいのある方から「災害時に
どのような対応をして欲しいか」という話を聞くことで、自分に何
ができるかを考える内容が報告されています。
こういった聴覚障がいのある方に対する理解を深めることや、
障がいのある人と共に暮らしていくために、自分にできることを
考え、実践しようとする意欲を高める学習が多く実践されるよ
う、今後も聴覚障害のある方の関係団体等と連携を図るなど、
できるだけ双方向になるような試みも検討します。
（地域福祉課）
冊子を作成するだけではなく、それを活用して、実際に体験で
きるような試みも検討します。

4

2(2)
 研修会の講座が、動画配信で代替される傾向にあるが、やはり
zoomなどを利用して多人数でも参加型の研修が可能なので、そ
うした対策も講じていくとよい。

小川委員 教育局

研修講座については、新型コロナウイルス感染拡大防止の視
点を踏まえながら、目的に応じて、Zoomなどを利用した同時双
方向のオンライン型研修を実施しています。

5

3 (2)
 コロナ感染に関わる医療的な対応については、できるだけ遠隔
手話サービスがそれぞれの地区で受けられるよう体制を整えて
いただきたい。

小川委員 地域福祉課

現在、県内全域で一定の条件のもと対応しており、今後も、聴
覚障がい者が安心して新型コロナウイルス感染症に係る受診
等ができるよう取り組みます。

6

3(4)
 手話通訳者が増えない原因は、さまざま考えられると思われる
が、一番の要因は報酬だと思われる。手話言語条例の下で、市
町村だけの問題とせずに、県としても介入し、また、県単補助な
どいくつかのメリットを作り出して手話通訳の仕事に魅力を感じ
るよう進めることが必要だと思われる。 小川委員 障害福祉課

神奈川県聴覚障害者福祉センターの指定管理業務として実施
している県の派遣事業については、来年度からはじまる第4期
指定管理の指定管理料の県の積算において、現在の指定管
理者が法人事業として実施している派遣事業の手話通訳者の
報酬と同程度になるよう、報酬額の見積りを増額して算定して
います。それに伴い報酬の下限を定めている県の派遣要綱も
改正する予定です。　実際に指定管理業務の派遣報酬額を設
定するのは指定管理者ですが、今後来期に向けて調整をして
いく予定です。

7

1(1)
まずは県立保健福祉大学のカリキュラムへの手話の授業の導
入、大学内の手話サークルの活動への支援について検討して
いただきたい。 河原委員 地域福祉課

県立保健福祉大学にどのようなカリキュラムで実施しているか
を含めて対応について確認します。
ただ、大学内を含めて個別の手話サークルへの直接的な支援
は難しく、手話に関する普及事業を大学やサークルと行う中
で、手話やろう者への理解を深めていきたいと考えています。

8

1(2)
かなチャンTVに手話言語条例のチャンネルを設け、常時ろう者
と手話についての情報発信を行ったらどうでしょうか。 河原委員 地域福祉課

現時点では、個別のチャンネルを設けることは難しいと考えま
すが、今後とも適宜活用できるよう調整します。

9

2(1)
「手話を学んでみよう！」の時と同様に、当事者団体と学校関係
者からなる学習教材作成委員会を設け、学習教材を作成したら
どうでしょうか。

河原委員 地域福祉課

委員会形式で検討することも含めて、当事者、教育関係者の意
見をよく聴いてよりよい内容とできるよう進めます。

10

2(2)
神奈川県聴覚障害者福祉センターにおいて、教職員対象の系
統的なカリキュラムによる手話研修を実施したらどうでしょうか。 河原委員

教育局
障害福祉課

今後、研修内容の立案にあたっては、御意見の内容も含め、検
討します。

11

2(3)
聴覚障がい児等手話言語獲得支援事業については、聞こえな
い、聞こえにくい子どもの将来のために大変重要な事業である
ので、推進計画の中核的な事業として継続的に実施しながら内
容を充実させていってほしい。

河原委員 地域福祉課

当該事業については、本年度から開始したところですが、内容
を充実させ、継続できるよう県としても取り組みます。

12

3(1)
初級編だけでなく、県警察学校で実施している手話講習のよう
に、手話奉仕員養成講習会のカリキュラムに沿った手話研修を
実施すべきではないでしょうか。

河原委員 地域福祉課

現在は初級編で実施していますが、受講者のニーズも踏まえ、
研修内容は適宜見直しします。
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13

3(2)
県で進められているDWAT（災害派遣福祉チーム）の検討に、当
事者団体も加わり、災害時に聴覚障害者の情報保障、コミュニ
ケーション支援が行えるような体制づくりを検討していただきた
い。

河原委員 地域福祉課

担当に御意見の趣旨をお伝えします。

14

3(2)
新型コロナウイルス感染症以外の病気やけがで入院した時も、
感染防止のため手話通訳の依頼が認められない例が生じてい
るので、そういう場合や、救急搬送時にも対応できるよう範囲を
広げることを検討していただきたい。
新型コロナウイルス収束後も、インフルエンザや新たな感染症に
対応するための恒久的なシステムとして運用していただきたい。

河原委員 地域福祉課

　県では、令和２年５月から新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、聴覚障害者が帰国者・接触者外来等を受診す
る際に、遠隔手話通訳サービスが利用できるよう体制を整備し
たところです。今後ともサービスの周知に努めるとともに、利用
範囲の拡大について調整します。
　現時点では、新型コロナウイルス感染症以外の感染症に対
応することは考えていませんが、引き続き感染症の状況を注視
し、適宜対応します。

15

健常者に対して、手話の認識、普及の大切さを更にわかりやす
く啓発していただきたい。

内藤委員 地域福祉課

更にわかりやすく啓発できるよう、手法も含めて検討し、実施し
ます。

16

平塚ろう学校としては、今年度も教育委員会主催の研修事業の
講師等について積極的に協力しています。特に今年度は、２－
（２）－６「聴覚障害者理解のための研修講座には、ろう・難聴の
教員も講師として派遣し、研修を深めていただきました。

三橋委員 教育局

いただいた内容について追記しました。
(協議会会議資料のとおり）

17

平塚ろう学校では、今年度より校内体制の中で、ろう・難聴教員
を1名、手話アドバイザーとして位置づけ、当初は新着任者への
アドバイスを中心に行っていましたが、経験者であってもアドバ
イスを必要とするケースもあるなど、校内でのニーズは高く、今
後も手話を使った学習指導の充実に努めていきたいと考えてい
ます。

三橋委員 教育局

いただいた内容について追記しました。
(協議会会議資料のとおり）

18

「聴覚障がい児等手話言語獲得支援事業」については、県立ろ
う学校でも、乳幼児相談における支援の一つとして、手話学習
会を含めた保護者学習会（今年度は多くが中止）を実施している
ので、連携をしながら進めていくことができればと思っています。

三橋委員
教育局

地域福祉課

県立ろう学校とも連携して事業ができるよう、関係機関とも調整
し、進めていきます。

19

２次元バーコードによる遠隔手話サービスとは、具体的にどのよ
うなサービスでしょうか。（タブレット端末を用いた手話通訳との
違いは？）

吉本委員 地域福祉課

2次元バーコード（ＱＲコード）を読み込むことにより、手話通訳
との通信が可能となるシステムであり、当該ＱＲコードに対応で
きれば、ＯＳにかかわらず聴覚障がい者のタブレット、スマート
フォンからサービス利用が可能です。
既存のサービスはタブレット端末等を利用場所に配備する必要
がありますが、今回のサービスでは、端末とＱＲコードがあれ
ば、場所を問わず利用可能です。

20

新型コロナウイルス感染症拡大防止の一環として、医療や災害
時のみならず、日常的な場面で有効活用することも考えられる
のでしょうか。（対面の手話とは異なる難しさが存在することは従
来から指摘されていることは承知していますが）

吉本委員 地域福祉課

2次元バーコードを使ったサービスについては、聴覚障がい者
がＱＲコードと端末を用意することで、日常的な場面でも活用は
可能と考えます。ただし、ご指摘のとおり、対面での対応とは異
なる難しさがあります。

２について

1

新型コロナウィルス感染予防の観点から、条例の見直し時期が
遅れるのはやむを得ない。
ただし、手話通訳の遠隔サービスなども行われているので、こう
した手話関連の協議会についても、zoomなどを利用した会合を
積極的に開催するのが望ましい。パソコンが無くても、スマホで
も対応でき、利用がむずかしい委員にはサポートを入れるなど
工夫できるとよい。

小川委員 地域福祉課

県においても、現在感染拡大防止の観点からzoomでの会議も
可能となっていますが、健聴者と聴覚障がい者、盲ろう者が一
緒になって議論することに関しては難しい面があるため、今回
は集まって開催することとしました。
ただ、今後の感染の状況が見えない中、集合して会議を開催
できる保証はなく、場合によっては、オンラインでの会議の可能
性も含めて状況を整理します。

2

withコロナ禍での手話通訳のあり方、緊急事態に対して医療に
関するろう者への情報欠落のないような手立て、そうした点もこ
れからの時代への対応として新規に項目に入れていく必要があ
ると思われる。

小川委員 地域福祉課

同様の趣旨により、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策と
して遠隔手話通訳サービスを開始していますが、条例見直しや
計画改定の方向性及び内容については、今後の協議会での議
論も踏まえて具体的に検討したいと思います。

3

「手話言語推進計画」の中に、盲ろう者及びコミュニケーション
（主に接近手話と弱視手話）、通訳・介助員のことが盛り込まれ
ているのに、まだ盲ろう者の普及（啓発）と推進が進められてい
ないように思う。普及と推進が進められるように、検討していた
だきたい。
特に、神奈川県では通訳・介助員派遣を利用している盲ろう者
の中で主に手話（触手話、接近手話）を利用する盲ろう者が多い
のに比べ、手話のスキルが上達している通訳・介助員が少ない
現状がある。
盲ろう者への理解を広めていくとともに、若手でかつ手話のでき
る通訳・介助員を多く育てていくことが必須であると考えている。
そのために、通訳・介助員養成講習会及び現任研修会をさらに
充実させていくことが大きな課題である。

川島委員 障害福祉課

令和元年９月に設置した神奈川県盲ろう者支援センターにおい
て、盲ろう者の周知に取り組んでいきます。また、令和元年度
から、通訳・介助員の現任研修で、手話などコミュニケーション
方法を学ぶ実技に関する講義を充実させたところです。
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4

コロナ禍の影響で、新生活様式として主に、「ディスタンスソー
シャル」「三密を避ける」ことが取り組まれているが、盲ろう者は
「触れることで情報を得る、コミュニケーションが図られる」という
盲ろう者独自の文化を持つ。そのためにも。「三密」のうち、「密
植」はどうしても欠かせないものである。それなくして、人間らしく
生きることが叶わず、生きる糧が失われてしまうことを一般の皆
さん（特に医療機関、保健機関など）にも理解を広めていく必要
がある。

川島委員
障害福祉課
地域福祉課

（障害福祉課）
今年度、コロナ禍の状況を踏まえ、企業等で障がい者への理
解と適切な配慮の促進に中心となって取り組む「心のバリアフ
リー推進員」を養成する研修等の中で、「新しい生活様式」に対
応した接客方法を伝えていきます。また、研修で使用する資料
は、県のホームページに掲載するなどして、広く県民の皆様に
も周知していきます。
（地域福祉課）
関係機関には、盲ろう者が遠隔手話通訳サービスを利用する
ことが難しい旨の周知を図ります。

5

特に（主に手話を使う）盲ろう者が入院して、コロナ禍の感染防
止のため、盲ろう者向け通訳・介助員の同行が困難な状態で、
盲ろう者のみで医師、看護師との相談、話し合いが困難になると
の不安が生じる。
医療機関側にも、どのようなコミュニケーション手段でやり取りす
べきか、配慮が大事になる。
また、家族との面会が困難な状態の中、最近ではモニター、また
はタブレットの画面を通してのやり取りがあちこちで行われてい
るが、「見えない聞こえない」「見えづらい聞こえづらい」盲ろう者
にとってはやりづらい、困難がである。

川島委員
障害福祉課
地域福祉課

（障害福祉関係）
盲ろう者が入院した場合においても、通訳・介助員の派遣を行
うこととしています。
（遠隔手話通訳サービス関連→地域福祉課）
関係機関には盲ろう者がオンラインでの面会が困難であること
についての周知を図ります。

6

条例見直しについては、既存の枠組みにとらわれず「ろう・難聴
児の手話の習得の機会の確保」の明記に向けた検討をしていた
だきたい。

河原委員 地域福祉課

聴覚障がいのある乳幼児が保護者とともに手話を習得できる
機会の提供のため、「聴覚障がい児手話言語獲得支援事業」
を今年度から開始していますが、条例見直しや計画改定の方
向性及び内容については、今後の協議会での議論も踏まえて
検討したいと思います。

7

計画の見直しをするには、現段階の評価をきちんと行うべきであ
り、外部評価と内部評価に分け、順調、やや遅れている、遅れて
いる等の評価を行い、理由もつける形で、先ず内部（県）評価を
出し、それを受けて外部（委員）評価をしてもらい、総合評価を作
り、それを受けて見直しを行うべきではないでしょうか。

河原委員 地域福祉課

事業の進捗状況については、毎年度その都度実施してきたとこ
ろですが、この見直しのタイミングで改めて整理し、示すことが
できるよう検討します。

8

県知事が認定した手話通訳者の待遇について、現状は、その資
格の重さに比した待遇ではありません。現在のコロナ下のように
感染症の診察で、自らへの感染の恐怖も知りながら使命と責任
感で現場に臨む通訳者の待遇を見ても、手話通訳になりたいと
学ぶ若い方達の中には希望を失うかたもいます。そしてそれ
は、聴覚障害者の社会参加、命の危機にもつながると思いま
す。条例の内容を、全国最初に手話通訳者の待遇改善を条例
に盛り込んだ神奈川県と胸を張っていえるような内容にしていた
だきたい。

河原委員
障害福祉課
地域福祉課

（障害福祉課）
手話通訳者の待遇については、全国的な課題と認識していま
す。そのため、他都道府県と連携し、手話通訳者、要約筆記
者、盲ろう者通訳・介助員の待遇改善を働きかけることを検討
します。
（地域福祉課）
条例見直しや計画改定の方向性及び内容については、今後の
協議会での議論も踏まえて検討したいと思います。

9

令和２年度が最終となっていた計画期間が延長の取り扱いにな
るのでしょうか。
延長されることで目標値も修正されますか？
新型コロナウィルスの影響で実施の状況もだいぶ変更があると
思いますので、何ができて何ができなかったのか、は整理してお
示しいただきたいです。

萩原委員 地域福祉課

令和2年度で計画期間は終了しますが、令和3年度について
は、引き続き現行計画を踏まえて対応します。
事業の進捗状況については、毎年度その都度報告してきたとこ
ろですが、この見直しのタイミングで改めて整理して示すことが
できるよう検討します。

その他

1

今期の手話推進協議会では、手話言語推進会議でのやりとりな
どが見えないこと、整理された表を基に意見を出しているが、さ
らに委員の発案が積極的に採用されていくことが望まれる。 小川委員 地域福祉課

県庁内での検討、意見等についても協議会で適宜情報提供す
るとともに、適宜各委員の意見も踏まえて対応します。

2

ただし、年度ごとに少しずつ当事者団体の意見や企画への参加
が見られているので、前進してきていると感じている。今後とも、
県は積極的に普及促進に尽力されることを期待したい。 小川委員 地域福祉課

引き続き普及推進に努めます。

3

パブコメの結果報告に対して、協議会で修正について検討する
機会を設けて欲しいと思います。

河原委員 地域福祉課

今回はパブリックコメント実施後に一定程度検討期間を設けた
上で、最終的な改定案をまとめることとしました。

4

海外では新型コロナウィルス第２波という中４月からは渡航解除
されるという状況では、まだこれからいつ外出自粛の事態になる
かわかりません。協議会について、オンラインでの開催を検討し
ていただけると大変助かります。

萩原委員 地域福祉課

県においても、現在感染拡大防止の観点からzoomでの会議も
可能となっていますが、健聴者と聴覚障がい者、盲ろう者が一
緒になって議論することに関しては難しい面があるため、今回
は集まって開催することとしました。
ただ、今後の感染の状況が見えない中、集合して会議を開催
できる保証はなく、場合によっては、オンラインでの会議の可能
性も含めて状況を整理します。

5

手話は対面で伝えるところに極めて重要な意味があることも理
解しているつもりですし、ろう者の方が対面を大切にされている
こともこれまでの会議から伝わっております。しかし、新型コロナ
感染症対策のように、社会的距離をとる日常生活が定着してい
く可能性もあり、また、人工知能×手話、ＶＲ×手話といったテク
ノロジーを用いたコミュニケーションの研究も活発に行われるよ
うになっています。若い方はこうした最新鋭のテクノロジーの応
用をきっかけに、手話に関心をもっていただける可能性もありま
す。今後の方向性として、手話に最新のテクノロジーを導入する
実証プロジェクトなどを、神奈川県として導入できないでしょう
か。

吉本委員
地域福祉課
障害福祉課

現時点では、本県として、具体的な手話に関するテクノロジー
開発に関する事業の実施予定はありませんが、御意見は、今
後の施策の参考にさせていたただきます。


