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1 1

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。

2 3

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。

3 3

　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。

4 3 　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。

5 3 　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。

6 3 　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。

　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
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7 3
　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。

8 3
　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。

9 8

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。

10 8
　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。

11 8
　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。

12 2

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。

13 4
　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。

14 5
　③警察職員、消防職員、医療従事者対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。

15 5
　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。

16 5
　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。

1



意
見
NO.

意見
内容
区分

意見要旨

17 5
　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。

18 5 　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。

19 5 　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。

20 8
　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。

21 6
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。

22 6

　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。

23 6

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。

24 6
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。

25 6
　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。

26 6
　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。

27 6
　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。

28 8
　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。

29 8

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29 8 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。

30 8 　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。

31 8 　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。

32 5

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。

33 3

　  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。

34 5

　 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。

35 8
　 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。

36 8 　 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。

37 8
　 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。

38 5
 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。

39 8

　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。

40 8 　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。
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41 8
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。

42 3
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。

43 8

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。

44 1

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。

45 1

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。

46 2

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。

47 5

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。

48 6

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。
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49 8

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。ぜひご検討いただきたい。

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。

50 5

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。
一方、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。

51 1

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。

52 3

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。その際には、手話で指導できる教員が必要である。

53 3

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は、海外でも行われてい
ると聞く。

54 6
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。

55 6 　市役所内に毎日設置通訳をおいてほしい。

56 8 　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。

57 1 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。

58 3
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。

59 5 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。

60 3
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。

61 6 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
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62 8

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。

63 3

・「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。

64 5

・「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。

65 2
・「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。

66 8
・「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。

67 5
・「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。

68 5
・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。

69 3
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。

70 5
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70 5 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。

71 4

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。

72 6

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)
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。

73 8 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。

74 1
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。
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75 3

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。
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。

「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。

76 5

・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。
・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、情報がえられたりするため
に。「県民が参加するすべての事業に・・・」としてほしい。県主催以外にもくさんあるの
で、主催者に協力を求められる条例が必要。

77 8

「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。

78 2

「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。

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

79 4

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。

80 4

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」。

81 6
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。

82 5

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。

83 5

標記について、以下の通り意見を提出します。
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。
また、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。
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84 3

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。

85 5

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。
又、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）

86 6 大きな病院には必ず手話のできる人を常時勤務させる。

87 6 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。

88 3 学校にろう者の先生を増やしてほしい。

89 3

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～後頭部まで週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。

[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

90 1

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。

91 3

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。

92 3
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。

93 5 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。
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94 8

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。
（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。

95 3

○　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。

（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

96 3

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。

97 5
（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。

98 3 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。

99 5 医療、障害者を持つ者の相談窓口を置く。

100 6 通訳制度、災害、病気等に対応可の育成をする。

101 5 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。

102 8
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。

103 5

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

104 8 ○要約筆記、ＯＨＰを聴失者が出席の場所には設置してほしい。
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105 6

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。

106 1

(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。

107 1

(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。
(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

108 7

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。

109 5

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。
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110 2

「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。

111 3

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。

112 3

○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。

○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

113 3

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。

114 1
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。

115 1
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、１０年計画としても良いのではない

116 1
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。

117 1
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。

118 2
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。

119 2
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。

120 4
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。

121 4
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。

122 5
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。
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123 3

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。

124 3

・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。

125 6

・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）

126 8
・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。

127 2
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。

128 1
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。

129 8
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。

130 6

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。

131 6
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。

132 5

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。

133 6

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。

134 8

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。

135 1
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。

136 4

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。
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137 6

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。

138 6

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。

神奈川県手話推進計画　について次の意見を提出します。

139 2

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、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。

140 3
・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い。

141 5
・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。

142 6

・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。

143 8

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。

144 1

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。
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145 8

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。

146 3

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。
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。

147 2

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．

意見2）

148 2

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．

149 1

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。

150 8

■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。
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151 8

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。

152 8

▼「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。

■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

153 8

▼「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。

154 8

■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。

155 3

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。

156 6

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。
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157 6

▼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。

158 6

▼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。

159 6

▼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。

160 3

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。

■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

161 2

▼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。

162 3

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。

163 4

▼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。

164 4

▼「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。

15



意
見
NO.

意見
内容
区分

意見要旨

165 5

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（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。

166 5

▼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。

167 5

（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。

168 5

▼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。
▼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

169 8 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）。

170 5

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。

171 1

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。

172 1

▼「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。

173 8

▼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。
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174 5

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
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。

175 8

■手話推進計画に係る施策の展開について（全体図）（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。

176 7

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、
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。

177 7

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。
また、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。

178 8

○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。

179 3

○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。
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180 8

○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。

181 8
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。

182 4

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。

183 6 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

184 4
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。

185 6 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

186 2

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。

187 8

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。

188 2

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。

189 5

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。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。

190 2

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。

191 6

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。
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192 8

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。
人口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。

193 8

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。

194 8

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。

195 8

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。
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。
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。195 8 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。
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。
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。
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。
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。

196 2

○　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。

197 8 ろう者の意見を手話でしっかり受け止めてほしい

198 3 ろう学校で子供達の手話の授業をしっかり進めるべき

199 5 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

200 8 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

201 8

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「手話入門書」も出してい
て、絵を担当している。適任と思う。
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。

202 3

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？
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203 1

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
H28.4～H38.3中
H28.4～H43.3長

204 3

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。

205 3
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。

206 3
・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。

207 6
・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。

208 1 ・素案の中に数値目標を提案してください。
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

209 4

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。

210 1

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。
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211 8

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。
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)

211
-2

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。

212 8
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。

213 5
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。

214 6 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。

215 5
ろう者が社会活動、活躍でいるために就職、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。

216 4
・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。

217 4

・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。

218 4
・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。

219 5
・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。

220 5
・施策１０について、「県主催事業」だけでなく、共済や講演を含む「県が関わる全ての事
業」とすべきと考えます。

221 6
・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・教科が必要と考えます。

222 8

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。

223 5
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。
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224 6
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)

225 5

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。

226 5

・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。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。

227 2
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。

228 3 ②教育に関する記載をもっと入れるべき
229 5 ③情報が分かりやすくして欲しい。
230 8 ④高齢ろう者が安心できる働き場所をつくってほしい。

231 8
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。

232 5
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。

233 4

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。

234 6
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。234 6 訳の充実を計画に入れてほしい。

235 5
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。

236 5
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。

237 8 手話カレンダーを公共の窓口で販売する。

238 4
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。

239 2 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。

240 7
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

241 1 5年後のフォローと対策

242 4 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。

243 1
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。

244 1

(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。

245 1 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。

246 8 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

247 5 政見放送に手話をつけてほしい
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248 5

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。

249 3

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」の選択科目の導入を検討して頂きたく思います。

250 4

○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。

251 5
○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。

252 6
○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。

253 3 ○　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）

254 4 ○　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。

255 5 ○　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。

256 3

○　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。

257 3
○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。

258 3 ○　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。

259 3 ○　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。

260 5
○　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。

261 6 ○　公共の場に常に手話のできる人がいると良い。

262 5 ○　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。

263 3 ○　手話を教えられる、教師をもっと増やしてほしい。
264 3 ○　義務教育での手話学習を増やす。

265 3
○　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。

266 3

○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。

267 5

○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。

268 5

○　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。

269 6
○　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。

270 6
○　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。

271 6 また、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。

272 5
○　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。
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273 3 ○　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。

274 8 ○　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。

275 6 ○　趣味の分野、ろう者の希望する場所への手話通訳の派遣

276 3 ○　ろう児の教育に手話を常に用いる。また教員にも手話学習の義務をはかる。

277 6 ○　ろう者の趣味に関しても通訳を派遣できるように。

278 3 ○　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。

279 8 ○　漠然とした素案でわかりにくい。

280 8
○　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。

281 1

○　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。

282 5 ○　公的な場で手話ができる方の目印が必要と思う。

283 8
○　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。

284 4
○　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。

285 3 ○　小学校で手話の授業をカリキュラムに入れる。

286 5 ○　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。

287 8 ○　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。

288 8 ○　神奈川県手話推進計画（素案）に同意します。

289 3
○　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。

○　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
290 5

○　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。

291 4 ○　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。

292 6 ○　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。

293 3 ○　手話のできるろう者の教師の採用を増やしてほしい。

294 8
○　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。

295 2 ○　県民に広く手話そのものを理解してもらう活動が必要。

296 5
○　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。

297 5 ○　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。

298 8
○　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。

299 3
○　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。

300 5 ○　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。

301 3 ○　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。

302 3 ○　ろう学校に「手話」の教科を取り入れてほしい。

303 8
○　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。

304 3
○　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。

305 8 ○　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。

306 3
○　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。

307 4
○　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
講座を開いて手話の普及に努めてほしい。

308 2
○　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。

309 6 ○　公共機関では、窓口に手話通訳者を常備してほしい。
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310 2 ○　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。

311 2 ○　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。

312 6 ○　官公庁の施設に手話通訳を配置する。

313 8 ○　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。

314 8 ○　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。

315 3 ○　小学校から手話を学習する機会が必要。

316 2
○　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。

317 5
○　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。

318 6 ○　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。

319 8
○　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。

320 8

○　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。

321 5
○　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。

322 4
○　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。

323 4
○　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。

324 6 ○　テレビニュースには手話通訳をつけてください。
325 6 ○　病院、市役所に手話の出来る人がいてほしい。
326 4 ○　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

327 2 ○　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。

328 8
○　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
る意思の疎通の良さを理解してもらう場を作ってください。

329 2
○　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。

329 2
に触れる機会を作ってもらうと良い。

330 3
○　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。

331 2 ○　手話のＰＲに有名人を起用すると良い（佳子様など）。

332 3 ○　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。

333 8 ○　学級文庫に手話関連の本があり、手話に興味を持った。

334 3

○　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。

335 3

○　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。

336 4
　・　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。

337 4

　・　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。

338 4

○　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。

339 5

　・　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。

340 6
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。

341 6
　・　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。
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342 4
○　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。

343 3
○　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。

344 6
○　手話通訳の派遣を制限すべきではない。
○　手話通訳者の処遇や条件の改善が必要。

345 4
○　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。
○　手話の学びと普及のための人材の育成が必要。

346 8
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。

347 5
○　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。
○　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。

348 1 ○　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。

349 3 ○　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。

350 8
○　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。

351 6

○　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。

352 8

○　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。

353 3 ○　小学校などで定期的に手話を教えてほしい。

354 5 ○　ニュースに手話をつけてほしい。

355 6 ○　手話通訳者が手話通訳で食べていけない。待遇改善を！

○　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。

356 1
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。

357 3
○　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。

358 4 ○　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。

359 8 ○　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。

360 8

○　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。
○　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。
○　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。
○　要約筆記者の養成にも力をいれてください。
○　「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。

361 5
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。

362 5

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。

363 8 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。

364 6 どこにいっても手話通訳者の配置をお願いしたい。

365 3 子どもの頃から手話を自然に学べると良い。

366 4
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。
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367 5 災害時の情報保障をお願いしたい。

368 6 病院での手話通訳者の設置をお願いしたい。

369 1 手話言語条例を普及していただきたい。

370 8 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。

371 5 映画館で字幕をつけてほしい。

372 8 予算をきちんとつけてほしい。

373 6 手話通訳の派遣を趣味でも認めてほしい。

374 3 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。

375 6
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。

376 8 電車に文字情報をつけてほしい。

377 3
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。

378 6 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。

379 8 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。

380 2 手話講習を行う講師の育成が必要。
381 6 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。

382 3 神奈川県の中の学校で手話の科目を入れてほしい。

383 8
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。

384 1
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。

385 8
盲ろう者、通訳介助員について説明を盛り込んでほしい。

386 8
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。者が抱える困難さを記載してほしい。

387 1
盲ろう者通訳介助員の人数を計画に記載してほしい。

388 3

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。

389 6 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。

390 6
ろう学校で手話を使って教育をしていただきたい。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。

391 6 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。

392 6
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。

393 8
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。

394 6 通訳になるための講習会をどこで設けられるように計画に入れてほしい。

395
396

6

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。

397 4
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
必要と思います。(数とあいさつ)

398 6
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。
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399 8

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。

400 8
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。

401 8
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。

402 8
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。

403 5
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。

404 8

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。

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。
・ろう者同士の共通の手話を決める。
・手話を教えられるように教育の場を作る。
・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

405 8 を生かして活躍する人を増やしてほしい。
・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。
・手話の表現を「心をつなぐ手話」「話そう手の言葉」などにする。

406 2

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。

407 8

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。

408 1
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。

409 1

◎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

410 1 施策の４の学習教材の作成を一番にやる

411 1 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
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412 1
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。

413 1

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

414 5

・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。

415 6

・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、手話通訳陽性の充実のために、講師（ろう者、聴者）の養成を計画に
明記していただきたい。

416 6

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。

417 2

・「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。
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。

418 6

・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。

419 3

・「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。

420 4
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。

421 5

・「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。
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