
議題(1)について

№ 意見要旨 委員 担当所属 回答

1

１手話の普及
(2)各種広報を充実し、手話の普及啓発の推進
(3)イベント等を活用した手話の普及等の推進
令和2年度の取り組み状況は、普及事業としてイベント企画が多
いため、コロナ禍を理由として中止となっています。しかし、情報
発信、双方向コミュニケーションを積極的に行うにはICTを活用
するのが日常化している時代であり、オンラインによる理解促
進、講習などを企画・実施することが必要だと思います。

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、オンラインの活用は有効だと考えて
おりますので、どのような形で実施が可能なのか検討します。

2

2手話に関する教育及び学習の振興
 (1)児童・生徒の学びを充実
 リーフレットなど紙媒体による周知、啓発は継続しつつ、新たな
イベントのスタイルを検討・実施することが求められます。

小川委員
教育局

地域福祉課

紙媒体での普及啓発について引き続き充実を図るとともに、そ
れ以外の普及啓発の手法についても検討、実施していきます。
（地域福祉課）
リーフレットなどを作成し、紙媒体やホームページへの掲載な
ど、多くの児童・生徒や保護者等への周知、啓発を継続してい
きます。（教育局）

3

令和3年度の取り組みとして、動画「手話を楽しく学ぼう!」の配信
とありますが、どのような動画を追加するのか具体的に示してほ
しいです。こうした動画は、同一のものではなく場面設定が同じ
でも新規に作成したり、より豊富な場面を設定して作成するな
ど、強化していく必要があると思います。そして、動画に協力して
くださる方は、ろう学校の生徒、普通校の生徒など参加型で周り
の人に宣伝できるように工夫するとよいと思います。協力学校名
が増えていくと、関係する生徒さん、ご父兄、近隣の人も見てく
れる可能性があります。

小川委員 教育局

ろう学校及び県立高等学校から、多様な教育活動における手
話に関する動画を収集します。

4

ろう学校に手話アドバイザーの配置、手話通訳の配置が継続さ
れるとしていますが、先進国のろう学校では、ろうの児童や難聴
の児童がクラスにいるので、ろう教師と手話通訳者とが一体と
なって授業を進めたりしています。ろう学校の生徒のニーズに応
えることが求められるので、そうした教育上の配置をさらに検討
していくことを希望します。

小川委員 教育局

平塚ろう学校では、非常勤職員の手話通訳者を平成22年度よ
り配置し、令和２年度は３名を配置しています。手話アドバイ
ザーは、今年度より１名配置しました。手話言語による授業の
進め方や表現方法、コミュニケーションの取り方などについて
教員への指導・助言を行い、成果を上げています。よって、令
和３年度は手話アドバイザーのさらなる配置を検討しているとこ
ろです。

5

2(2)教員向けの手話研修を充実
事業者等による手話講習会の開催は、手話の普及の項目とも
関連しており、1の手話の普及は一般県民対象となりますが、実
際にはこの環境整備のところが普及の足掛かりでもあると思い
ます。したがって、事業者講習会は接客、対人援助が伴う業種
を県域にまんべんなく実施できるとよいと思います。

小川委員 地域福祉課

手話講習会が幅広く実施できるよう、講習会の周知を図り、実
施していきます。

6

パブリックコメントの手話導入は、福祉関連から徐々に広げてい
くことが、ろう者のニーズに沿ったものとなります。他の自治体に
先んじて、県民全体に周知すべきもの、県民から意見聴取をす
るものには手話を付ける、手話でのコメントが可能となることを
目指してほしいと思います。

小川委員 地域福祉課

まずは、保健福祉関係の計画で着実に対応するとともに、必要
に応じてその他の計画でも対応できるよう検討します。

7

3手話を使用しやすい環境の整備
(4)手話通訳者が派遣される機会等を拡充
 手話通訳者(認定者)数をさらに増やしていく手立てを講じてほし
い。手話通訳者を増やしていくには、単に奉仕の精神ではなく、
意欲・関心を高めるための利点が伴い、インセンティブを高める
必要があると思います。

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。

8

「令和3年度の普及推進に向けた取り組み」は予算がすでに決
まっている時期であり、意見はないのですが、手話通訳者養成
の予算と知事関係・会議等の通訳配置の予算など、内訳を知り
たいと思います。

小川委員 地域福祉課

「手話通訳者の養成（福祉子どもみらい局）及び知事会見や会
議等開催時の手話通訳配置等」6,708万円の主な経費の内訳
ですが、手話通訳者や盲ろう者通訳・介助員の養成、派遣事業
が5,053万円、知事会見対応が198万円、その他会議等開催時
での手話通訳配置等が1,457万円となっております。

9

イベントや講習会などについて、現状を考えるとＷＥＢ活用での
開催が必要かと思います。予算やシステム構築の課題があるか
と思いますが検討が必要と思います。 金井委員 地域福祉課

イベントや講習会については、来年度は試行的なオンラインの
活用を検討、実施し、その中で課題の洗い出しなどをした上で
対応していきたいと考えています。

10

イベントを開催するにあたっては、事前に準備する期間がそれな
りに必要である一方、新型コロナウイルスの感染状況は日々変
化するため、企画や実施の判断が非常に難しいかと思います。
このような中、関係イベントに携わっておられる方々に敬意を表
します。
オンライン等活用の検討は価値があると思います。

上谷委員 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、オンラインの活用は有効だと考えて
おりますので、どのような形で実施が可能なのか検討します。

11

教員の手話学習は一般学校の教員を対象にしていますが、ろう
学校教員など聴覚障害児教育を担当する教員の手話習得のた
めの研修についてはどう考えているのでしょうか。

河原委員 教育局

現状では、特定の学校に特化した研修は予算的にも業務量的
にも対応が難しい状況にあります。また、手話習得に特化した
カリキュラムの開発が難しい状況があります。
なお、ろう学校においては、手話について高いスキルを持った
教職員が指導者となり、新転任者への研修を行うと共に、手話
アドバイザーにより、初めてろう学校を担当する職員や各職員
に対して手話の指導および学習指導の支援を行っております。

令和２年度第２回神奈川県手話言語普及推進協議会（事前調整）
委員の意見に対する回答

参考資料３



№ 意見要旨 委員 担当所属 回答

12

県知事の記者会見などに手話通訳がつくようになり、手話通訳
者が派遣される場が増えたことは嬉しいことですが、手話通訳
者の養成が追いついていない現状を改善しないと、将来、手話
通訳者が不足して必要な場に手話通訳を派遣できなくなる事態
が生じる恐れがあります。そうならないためにも早急にこれまで
実施している養成をさらに増強し、手話通訳資格取得者数の大
幅な増を図る必要があるのではないかと思います。

河原委員 障害福祉課

質の高い手話通訳者を確保することは重要な事業と認識して
おりますので、引き続き予算の範囲内で、手話通訳者養成講
習会等の内容の充実に努めてまいります。

13
全てのイベントに手話通訳者を派遣する。

内藤委員 地域福祉課
限られた予算の中で、できるだけ多くのイベントに手話通訳者
派遣できるよう取り組みます。

14
幼児期より手話教育を行う。

内藤委員 地域福祉課
令和２年度から開始した聴覚障がい児手話言語獲得支援事業
を足掛かりに幼児期での手話の普及に取り組みます。

15
「手話を学んでみよう」を増刷し、大量に配布する。

内藤委員 地域福祉課
令和3年度は手話学習用冊子の小中学生版のデータ作成を行
うとともに、可能な限り既存の冊子の配布も行います。

16

公共機関、民間事業者等において、講義などを通した聴覚障害
についての理解を深めるとともに、配慮について具体的に学ん
でほしい。難しい日本語の説明ではなく、簡単な手話で理解し合
えるような実用的な手話を学習してほしい。

内藤委員 地域福祉課

県庁内での手話講習会や事業者等への手話講習会などを通じ
て、聴覚障害者や手話への理解促進を図ります。

17
聴覚障害者が手話通訳者を必要と思った場合、派遣可能とす
る。 内藤委員 地域福祉課

県では引き続き派遣費用の確保などに努めます。

18

オンライン推進はありがたいですが、オンライン実施に伴う情報
保障体制について、「手話や字幕による情報保障を充実させる」
ことも明記していただけるとありがたいです。

萩原委員 地域福祉課

オンライン実施に際しての手話や字幕による情報保障につい
ても、適宜周知を図ります。

19

意見交換会でお話した通り、手話通訳の行為だけでなく、意思
疎通支援事業を担う手話通訳者の現状を踏まえた身分保障に
焦点を当てた計画への反映及び取り組みをお願いしたい

山本委員 障害福祉課

聴覚障害者福祉センターにおいて、県域の市町村が設置する
手話通訳者、通訳派遣連絡調整業務担当者、相談担当者等を
対象に、意思疎通支援担当者研修会を実施し、意思疎通支援
事業等に関する情報提供や課題の共有等を行うことで、引き続
き、各市町村のサービスが充実するよう支援を行っていきま
す。

議題(2)について

1

条例の見直しについては、現在のところ当初の目標が達成され
ていないので、さらに継続的に計画の見直し、策定、実施をして
いく必要があると思います。条文に若干の付加事項を提案した
ものは、すでに意見聴取の際に提出いたしました。

小川委員 地域福祉課

意見交換会での御意見も踏まえ、条例の見直し及び計画の改
定について検討します。

2

計画の改定については、協議会の場で議論し、多角的な意見を
交わしていくことで、これまでの5か年計画を超える次期計画を
立案することで良いと思います。

小川委員 地域福祉課

協議会委員に御参加いただいている意見交換会の場も活用し
ながら、広く議論し、条例の見直し及び計画の改定について検
討します。

3

意見交換会で意見させていただいたと思いますが、主に学校、
図書館など公立機関から講演の依頼、コミュニケーション体験が
あった際に、講師に対して謝礼の用意はあるが、同行の通訳・
介助員（主に2名）に対しての用意がされていないことが多いで
す。他の団体からも同じような意見が出されていると思います
が、公的機関からの依頼があっても、通訳・介助員など情報保
障者のための謝礼の予算がないという理由で、依頼したくても依
頼がしづらいといった実情があります。
公的機関からも依頼と講師及び情報保障者への謝礼がしやす
いように、県が公的機関へ必要な経費を助成できるように、予算
の措置を講じていただくようにお願いしたいと思います。
そうでなければ、情報保障者側が意欲を持って十分な支援をす
ることが難しくなり、ろう者及び盲ろう者のことを広める機会も増
えることが難しくなってしまうことが十分に考えられます。

川島委員 地域福祉課

県において、県内で行われる個々の研修会の内容を踏まえて
助成を行うことは難しいと考えますが、研修を依頼する側が意
思疎通に必要な対応を行う必要があるという観点に立ち、ろう
者、盲ろう者に講師を依頼する場合には、同行する手話通訳や
盲ろう者通訳・介助員についても派遣費が必要であることにつ
いて留意するよう、周知を図ります。

4

＜神奈川県手話言語条例の見直しについて（改定案）＞
４検討の方向性
「ろう児の教育環境の整備」だけでは単なるろう学校の環境整備
と受け止められる心配がありますので、「ろう児（または『聴覚に
障害がある子ども』）の手話獲得の支援」も明記した方がいいと
思います。
条例にもはっきりと「ろう児（または『聴覚に障害がある子ども』）
の手話獲得の支援を行う。」という文言を入れるべきだと思いま
す。
また、ろう学校教員など聴覚障害児教育を担当する教員の手話
習得に関する文言も条文に入れるべきだと思います。

河原委員 地域福祉課

いただいた御意見について、どのように条例や計画に反映する
かについて、協議会の場で議論します。

5

＜神奈川県手話推進計画の構成（改定に向けたイメージ）＞
大柱３「手話を使用しやすい環境の整備」
市町村で養成・派遣事業の充実、民間企業等での手話通訳者
の配置の促進に関する中柱も必要ではないかと思います。

河原委員 地域福祉課

いただいた御意見をどのように計画に反映するかについて、検
討します。

6

条例についてはぜひ見直しに向けて議論をお願いします。
 「盲ろう者」については、厚生労働省の障害施策の中に（意思疎
通支援等）に対象として明記されていることから検討以前に追加
前提でなければならないと考えます。 萩原委員 地域福祉課

ご指摘の通り、障害福祉施策体系の中では、「盲ろう者」は「ろ
う者」とは区分されていますが、本条例においては、手話を言
語として日常生活又は社会生活を営む者として定義されている
「ろう者」の中には、触手話や弱視手話を意思疎通の手段とし
て用いる「盲ろう者」を含めることとしております。これらの状況
を踏まえて、対応について検討します。

7

手話を学ぶ機会のないろう者も増えていることから、手話を知ら
ないろう者を排除することはあってはならないことで、社会参加
の機会の確保の観点から手話のみでなく字幕等についても触
れていただけるとよいと考えます。

萩原委員 地域福祉課

条例や計画が「手話言語」に係る内容であることから、「手話言
語」を中心に検討せざるを得ませんが、施策を実施する中で、
手話を知らないろう者も含めた配慮として字幕等の活用につい
ても検討します。

8

意見交換会でお話した通り、手話通訳の行為だけでなく、意思
疎通支援事業を担う手話通訳者の現状を踏まえた身分保障に
焦点を当てた計画への反映及び取り組みをお願いしたい 山本委員 地域福祉課

いただいた御意見をどのように計画に反映するかについて、検
討します。



№ 意見要旨 委員 担当所属 回答

その他

1

協議会が年2回の意見聴取の場とすれば、計画遂行に関する実
質的な議論はさらに別の会合を設置することがよいのではない
か、と思います。そして、行政と当事者が連携して計画遂行して
いくことが望ましいと思います。

小川委員 地域福祉課

1月から開催している意見交換会を中心に、必要に応じて関係
者にヒアリングを実施する等、広く意見聴取に努めます。

2
全体として、コロナ関係で予算が難しいと状況と思いますが、新
しい生活様式を取り入れた取り組みを期待します。 金井委員 地域福祉課

新型コロナウイルス感染症拡大による新しい生活様式も踏ま
え、取組みを進めます。

3

意見交換会でも出されましたが、計画は条例に基づくものです
ので、条例の見直しと計画の改定の整合性が保てるように、条
例の見直しを進めながら、そこで出た見直しの方向性に沿って
計画を検討した方がいいのではないかと思います。

河原委員 地域福祉課

委員の御意見のとおり、条例の見直しの方向性に沿って、計画
の見直しも進めていきます。

4

ヒアリングで当事者団体から出された意見について検討し、すぐ
に反映できるものは反映させ、すぐには難しいものはいつまでに
どのように反映させていくか検討し、各団体に報告する必要があ
るのではないかと思います。

河原委員 地域福祉課

当事者団体ヒアリングにおいては、様々な御意見をいただきま
した。内容を整理し、反映できるものは反映するとともに、適宜
意見の共有を図っていきます。

5
予算がこれ以上減額されないように要望する。

内藤委員 地域福祉課
県の財政状況が厳しい折ではありますが、必要な予算確保に
向けて、引き続き対応していきます。


