
議題(1)について

№ 意見要旨 委員 担当所属 回答

1

ろう者への理解を深めるための取組として、資料１の１(1)の今後
の方向性の欄の４つ目に県内大学への働きかけがあり、２の(1)
の今後の方向性の欄の４つ目には小・中学生向けの取組が記
載されています。両者の間にあたる高校生への取組の記載はあ
りますでしょうか。

岡田委員
地域福祉課

教育局

２の（１）の現在の取組にある「動画「手話を楽しく学ぼう」」は、
教育委作成の高校生向けの取組で、今後も引き続き配信を
行っていく予定です。

2

今後の方向性の項目内に「オンライン」での検討や実施が7か所
ほどに記載されています。コロナ禍が収まらない中、また、コロ
ナ禍が過ぎたのちも新たなイベントの在り方が生まれてくると思
われます。したがって、「オンライン」の活用もそれをステップにし
て、対面でのろう者との交流や、イベント実践につながるよう、う
まく活用することが大切だと思います。

小川委員 地域福祉課

「オンライン」の活用を検討し、実施する中で、次の段階につな
ぐことを意識して対応します。

3

手話の普及に関しては、講習などがうまく組めないこともあり中
止とすることがあると思います。しかし、最近では進学塾や語学
学校ではzoomなどでの個人授業や少数教育を積極的に売りに
している宣伝が目立ちます。そういう時代なのだと思いますの
で、手話も学びたい人に個人授業、そして少数授業の手法で大
いに希望者を募ることも試みてほしいと思います。その先に、手
話の講習会や資格取得につながることが考えられます。

小川委員 地域福祉課

通信環境や対面とオンラインでの教え方の違いなど様々な課
題はありますが、先行分野を参考にしつつ、よりより方法につ
いて検討、実施します。

4

大学の出前授業(小学校など)をzoomで行うこともいろいろと行
われています。教室では３から４人程度が密にならないように参
加していることもあります。個別のパソコンを使用する場合もあり
ます。手話講義の出前についても、希望者にそうした機会(人数
にこだわらない機会)を作ることもよいのではないかと思います。

小川委員 地域福祉課

手話講習会については、今までの実施方法に加えて、オンライ
ンを活用することでどういったことができるのか、また、参加人
数等についても考慮しながら今後も進めていきます。

5

手話ゲームの開発もよいかもしれませんね。いろいろと私たち
の考えを超えて新しい発想を入れて普及につなげ、それが人と
人とのつながりに向かうよう考えていくことがよいと思います。

小川委員 地域福祉課

今後の施策の参考とします。

6

現在、パブコメをDVDで受け付けしているとのことですが、もう少
し簡易な方法で送ることができるようにできませんでしょうか。提
出の仕方について検討する余地があるかもしれません。

小川委員 地域福祉課

動画データを扱う際の県としての情報セキュリティの問題もあ
り、柔軟な対応がなかなか難しい面もありますが、他県の事例
なども参照しながら、よりよい方法について検討します。

7

特に意見ではありませんが、コロナ禍の非常に難しい状況の
中、様々な工夫を凝らしながら、できる限りでの取組を継続され
た関係各位に、敬意を表しますとともに、感謝申し上げます。

上谷委員 関係各課

8

＜イベントについて＞
　オンラインやYouTubeなどICTを活用したイベントの開催は、感
染防止だけでなく、県民の参加のハードルを下げる効果があり
ますので、会場での開催にこだわらず、オンラインを活用したイ
ベントの開催について具体的な検討を進めたらどうでしょうか。

河原委員 地域福祉課

当事者のみなさまからの具体的なアイデア等についても伺いな
がら、県としてもオンラインを活用した取組みを進めていきま
す。

9

＜HP、動画等について＞
　これまでに県や県立学校で作成した聴覚障害者理解、手話学
習の動画が県のHPに掲載されていますが、すぐに見つけるの
が難しく、なかなか見てもらえないようなので、もっと簡単に見つ
けられるようにする必要があるのではないかと思います。
　また、ともに生きるかながわ憲章のポータルサイトのように手
話言語条例のポータルサイトを作って、そこから様々な聴覚障
害者や手話関連のページにアクセスできるようにし、そこに、しゅ
わまるの紹介、デフリンピックなどデフスポーツの紹介を載せた
らどうでしょうか。

河原委員 地域福祉課

　既にホームページとしては、「手話言語の普及推進」を設け、
条例・計画に関わる手話に関する情報をまとめて掲載している
ところですが、引き続き、そのホームページの周知啓発に努め
ます。
　また、しゅわまるについても、今後ホームページを作成し、周
知啓発を図ります。

10

＜遠隔手話通訳について＞
　県機関における二次元バーコードを利用した手話通訳につい
て、利用実績がなかなか増えていないようです。もっと多くの聴
覚障害者にその存在を知ってもらうために、HP等での周知を行
うとともに、聴覚障害者が来訪した時に県機関の職員がすぐこ
のシステムを利用して対応できるようにするために利用方法の
研修を行ったらどうかと思います。
　新型コロナの発熱外来における遠隔手話通訳システムを、新
型コロナ以外の危険性の高い感染症や救急搬送など緊急時に
も利用できるようにすれば、聴覚障害者、手話通訳者双方にとっ
て有益であり、システムの有効活用にもなるのではないかと思
います。

河原委員 地域福祉課

　県機関での遠隔手話通訳サービスについては、今年度サー
ビスの案内板の配布を実施しており、今後も、ホームページで
の周知や庁内への全庁掲示板での周知など引き続きサービス
の普及推進に取り組みます。
　新型コロナウイルス感染症対応におけるサービスの対象範
囲拡大については、救急搬送など対応時間拡大を伴う対応の
拡大は困難ですが、それ以外の感染症への対応については、
今後の運用状況を踏まえて検討します。

11

特に「今後の方向性」にかかわるのですが、やったことに対する
効果検証がなされていないと思うのです。
たとえば、リーフレットを配ります。動画を配信します。のように
「～をします」のように情報提供や発信をするのですが、あとは
「受け手にゆだねられている」のだと思います。やはり、効果検
証は必要ではないでしょうか。

中戸川委員 地域福祉課

次期計画においては、成果指標を設定するなど、効果検証を
わかりやすく示すことができるよう検討します。

12

２－（２）「現在の進捗状況・実績」の欄の下から〇２つに対応す
るものが「令和３年度の主な事業計画」の欄に記載がありませ
ん。また「今後の方向性」の欄の下から２つの・は削除がよいと
思います。

中戸川委員 地域福祉課

令和２年度の指摘を踏まえて、記載しているものであり、引き続
き対応していることから掲載しています。

令和３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
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№ 意見要旨 委員 担当所属 回答

13

コロナ禍で事業展開が難しい中、ご苦労をお察しします。
「1手話の普及」について、県民にとって身近に手話にアクセスで
きる機会がもっとあるとよいと思います。‟さまざまな媒体”という
中に含まれているかもしれませんが、ミニ講座的なものを
YouTube配信するなども考えられるのではないかと思いました。
市町村社協のボランティアセンターなどがリンクを貼って流せた
り、公共の場のオープンスペースで流したりできたら、身近に手
話に触れる機会が広がるのではないかと思いました。

渡邊委員 地域福祉課

県のホームページにおいて手話学習用動画を掲載していると
ころですが、それを引き続き周知啓発するとともに、新たな企画
等についても検討していきます。

議題(2)について

全般

1

「手話獲得」、「手話習得」の言葉が混在していますが、「手話獲
得」は乳幼児が手話に触れることによって自然に手話を覚えると
いう意味合いが強いので、乳幼児だけでなく、ある程度成長した
ろう児やろう者が手話を学習することも含む場合は「手話の習
得」の方が適切ではないかと思います。
　もちろん、乳幼児の手話獲得の意味で使用する場合は「手話
獲得」で問題はないと思います。

河原委員 地域福祉課

いただいた御意見を踏まえ、「手話獲得」、「手話習得」の記載
部分について整理します。

条例見直しについて

1

「見直し内容の検討について(今後の方向性)について　[別紙]
 1ページ目に「今後も当事者により手話が受け継がれていくこと
の必要性」といった理念的な部分の記載の検討を行う必要があ
ると考えられる、とされています。ろう当事者の意見を聞きなが
ら、検討をお願いします。気になったのは、「手話が受け継がれ
る」ことが必要なのか、「手話」にはその背景に「ろう文化」すなわ
ち「ろう者としての個性」が尊重されることが大切だと思います。
それが背景に流れていれば、ご提案のように「手話が受け継が
れていく」で良いと思いますが、何か社会にこの条例を通して伝
えたいことの本質は「手話」という言葉を使いつつ「ろう者として
の暮らし、文化、社会、世界、気持ち、精神・・・」などがあること、
すなわち多様性の尊重につながることが大切なのではないかと
思っております。そのへんの議論をしておいてから「手話が受け
継がれる」という表現でよいのか「ろう者」という人中心の表現が
あるのかどうか、検討していただきたいと思います。

小川委員 地域福祉課

ご意見のとおり、「ろう者としての個性」を背景としたうえでの、
記述としており、手話を通じた多様性の尊重、共生社会の実現
は条例の目的でもあります。実際の記載については改めて検
討します。

2

＜条例見直し内容の検討について(今後の方向性)（案）＞
　「２　検討事項の整理（案）」の「(1)手話を必要とするろう児やろ
う者の手話獲得」の記述は、「手話を必要とするろう児やろう者
の手話の習得」とした方がいいと思います。
　併せて、この項目の文章の８行目にある「手話を必要とするろ
う者自身が手話を学べること」は、「手話を必要とするろう児・者
自身が手話を習得できること」とした方がいいと思います。

河原委員 地域福祉課

いただいた御意見を踏まえ、該当部分の記載内容について改
めて検討します。

3

＜条例見直し内容の検討について(今後の方向性)（案）＞
　条例第2条において、「ろう児」の定義を加え、さらに乳幼児期
のろう児の手話獲得及びろう児・者の手話学習の意味での「手
話の習得」の定義も加え、第3条以降にろう児・者の手話の習得
の支援についても明記する必要があることも方向性に記載して
欲しいと思います。

河原委員 地域福祉課

理念条例であり詳細はすべて内包しているという条例の性質
上、あまり具体的なことを書くのは難しいですが、主に基本理念
の部分について検討する中で、頂いた内容を内包できればと
思います。

4

「７．条例見直しの検討」の（２）見直し検討の方向性に「手話通
訳の養成や身分保障などについてのご意見もいただいており」
との記載があり、資料２の別紙において、「２．検討事項の整理
（案）」の（４）では「手話通訳の養成や活動環境の充実（身分保
障等）」とあります。「活動環境の充実」「身分保障」より狭義の概
念になるかもしれませんが「待遇改善」または「処遇向上」と記載
すべきではないでしょうか。真意が伝わるよう、ストレートに記載
すべきかと思います。（「身分保障」と書かれると、大学研究者の
任期付き雇用の問題や、正社員から派遣社員への切り替わりと
いった問題にもとれてしまいます。）「手話通訳の養成や処遇向
上を含む身分保障等」でもよいと思います。

吉本委員
地域福祉課
障害福祉課

該当部分の記載内容を改めて検討します。

計画改定・改定素案について

1
計画素案修正案について（別添１）

川島委員 地域福祉課
別添２のとおり整理します。

2

＜手話推進計画素案（以下同じ）＞
１ 県における手話を取り巻く現状
（３）学校での手話教育
　以下のデータも記載したらどうでしょうか。
　・ろう学校以外の学校に在籍する聴覚障害児の人数

河原委員 教育局

聴覚障害児は様々な環境下でその個々の特性に応じて教育を
受けており、どこまでを対象範囲とするのかの判断は難しいた
め、掲載はしない方向で整理します。

3

以下のデータも記載したらどうでしょうか。
　・県庁内に雇用されている手話通訳者の人数（正規・非正規そ
れぞれの数）
　・市町村に雇用されている手話通訳者の人数（正規・非正規そ
れぞれの数）

河原委員
地域福祉課
障害福祉課

市町村の手話通訳の雇用については、市町村の人事情報であ
り正確な公的資料もなく、内容的にも当計画に掲載することは
なじまないと考えており、掲載はしない方向で整理します。

4

施策２・５
　以下のことを記載したらどうでしょうか。
　・聞こえる子供を対象に、手話での絵本の読み聞かせ行うこと
を通してろう者と手話について理解を深めること

河原委員 地域福祉課

いただいた御意見を踏まえ、記載することについて検討しま
す。
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5

Ⅱ 手話に関する教育及び学習の振興
[現状と課題]
　以下のことを記載したらどうでしょうか。
　・ろう乳幼児や普通校等に在籍するろう児が手話を習得できる
環境がないこと
　・聴覚障害児の保護者への手話に関する情報提供、手話習得
の支援を行う体制がないこと
　・聴覚障害児を対象とする医療、療育機関のろう児の手話習
得の必要性についての理解が不足していること

河原委員 地域福祉課

いただいた内容は「乳幼児期のろう児が手話を獲得する機会
の提供や、その保護者への支援が必要です。」にも内包される
内容もありますが、いただいた御意見及び施策の記載事項を
踏まえ、必要に応じて内容を整理します。

6

施策６
　以下のことを記載したらどうでしょうか。
　・ろう学校以外の学校に在籍するろう児の手話習得の支援
　・聴覚障害児を対象とする医療、療育機関に対するろう児の手
話習得の必要性の理解普及の取り組み

河原委員
地域福祉課

教育局

意見交換会で頂いた同様のご意見を踏まえ、ろう児の年齢に
応じた内容について文章又は施策の中に記載することや、早
期支援機関への周知について記載します。

7

施策７
　以下のことを記載したらどうでしょうか。
　・聴覚障害児の教育に携わる教師が地域の手話講習会等で
手話を学習することや全国手話検定試験を受験することを積極
的に支援する仕組みの整備

河原委員
障害福祉課

教育局

障害福祉課に毎年周知依頼のある手話検定試験の案内を教
育委員会へも周知する等は可能かと思われますが、それ以上
の内容は、教員支援としては現状難しいため、記載はしない方
向で整理します。

8

施策８
　「日常的に手話を学ぶためのしくみ」を「県民がいつでも気軽に
手話を学べるしくみ」としたらどうでしょうか。

河原委員 地域福祉課

いただいた御意見と現在の記載では大きな違いはなく、特に修
正の必要はないと考えますが、説明の部分の記載に必要に応
じて反映します。

9

施策８・１１
　以下のことを記載したらどうでしょうか。
　・手話指導、手話通訳者養成を担う講師の育成について

河原委員
地域福祉課
障害福祉課

施策１１の主な施策に「手話通訳者指導者養成研修の実施」を
追加します。

10

Ⅲ 手話を使用しやすい環境の整備
　「手話が使用される機会」を「手話でコミュニケーションできる機
会」としたらどうでしょうか。（「施策９」も同様）

河原委員 地域福祉課

この条例は、コミュニケーション条例ではなく、手話に関する条
例であり、御提案の記載にすることにより、目的があいまいに
なってしまうことが懸念されるため、このままの記載とします。

11

「意思疎通」は一般県民にはあまり馴染みがない言葉ですの
で、「コミュニケーション」としたらどうでしょうか。（「施策１０」も同
様）

河原委員 地域福祉課

同上

12

施策１１
　「研修内容の充実」だけでなく、「労働環境の改善の働きかけ」
も記載したらどうでしょうか。 河原委員

地域福祉課
障害福祉課

ご意見の部分も含めて施策１１に「研修内容の充実や活動環
境の充実」として記載しました

13

資料３の３ページ右列の網掛け部分（内容調整中の部分）は削
除がよいと思います。 中戸川委員

地域福祉課
教育局

全体の記述内容を踏まえ、調整します。

14

巻末の方に「用語の説明」がありますが、ｐ２の枠が込み部分の
「この計画での言葉の定義」は非常に重要なポイントであり、「触
手話」「接近手話」「ろう者」「盲ろう者」の用語の説明はここに記
載した方がよいと思います。

吉本委員 地域福祉課

P2については、条例の定義を踏まえて、計画での用語の定義
を説明しています。よって、計画の中での用語の説明とは別建
てとしています。なお、各用語の説明については、必要に応じて
計画の本文中に追記します。

15

ｐ９に「コラム：ろう者と手話（仮題）」とあります。新たにコラムを
作成されるのかもしれませんが、初版の神奈川県手話推進計画
に掲載された河原氏のコラム、田畑氏のコラムは「手話、ろう
者、盲ろう者」を理解する上で極めて重要なコラムですので、改
訂案でも再掲すべきと考えます。

吉本委員 地域福祉課

いただいた御意見を踏まえ、コラム掲載内容については新たな
内容を掲載するのか、現計画の内容を活かすのかも含めて調
整します。

16

ｐ１３の施策６　「保護者の支援」とありますが、何を支援するの
か、もう少し具体的に記載した方がよいのではないでしょうか。
（保護者の手話獲得に向けた支援なのか、ろう児の手話獲得に
向けた環境を整備するという意味での支援なのか、ろう児を持
つ保護者の様々な悩みや相談に対する支援なのか）

吉本委員 地域福祉課

いただいた内容は「乳幼児期のろう児が手話を獲得する機会
の提供や、その保護者への支援が必要です。」に内包されると
考えますが、いただいた御意見及び施策の記載事項を踏ま
え、必要に応じて内容を整理します。

17

ｐ１４　Ⅲ手話を使用しやすい環境の整備の「現状と課題」の４点
目は、以下のように修正していただくことを希望します。
「手話で会話ができる人材を増やし、手話通訳者及び盲ろう者
通訳・介助員の養成に向けた取組みの強化が必要です。さら
に、手話通訳者等の処遇向上に努め、手話通訳派遣の拡充な
ど活動環境の充実が必要です。」
「施策の方向性」も同様で、手話通訳者の処遇向上に言及して
いただくことを希望します。

吉本委員
地域福祉課
障害福祉課

処遇向上については、日常生活における手話通訳者派遣事業
は各市町村に権限が委ねられていることや、根本的な改善に
向けては国の制度全体に関わる話であることから、県が直接
施策を講じることが難しい課題です。そのため、計画への記載
は「活動環境の充実」とし、その中で、県としてできることを検討
し、取り組んでいきたいと考えています。

18

ｐ１７の「施策１２」において、「手話通訳者、盲ろう通訳・介助員
等が派遣される機会の拡充を図るとともに、処遇向上にも努め
ます。」と修正いただくことを希望します。 吉本委員

地域福祉課
障害福祉課

処遇向上は、施策１２の手話通訳者の派遣に係る課題である
ことから、「活動環境の充実に向けた取組み」を施策１２にも位
置づけます。

19

なお、改訂版には新たなコラムを挿入する予定かもしれません
が、初版に掲載された山本委員、萩原委員のコラムも必ず再掲
していただきたいと思います。初版に委員から寄せられたこれら
のコラムは、手話やろう者を理解するのみならず、手話の必要
性を理解する上で極めて重要です。
もし新たに追加される場合は、改正に向けて河原委員から何度
もご指摘があったように「ろう児にこそ手話獲得が必要とされて
いる」という問題を浮き彫りにするようなコラムがあればよいと思
います。（ろう学校では手話を教えている、ろう者の方は手話が
できるのが当たり前、と思っている人は少なくありません）

吉本委員 地域福祉課

いただいた御意見を踏まえ、コラム掲載内容については新たな
内容を掲載するのか、現計画の内容を活かすのかも含めて調
整します。

その他



№ 意見要旨 委員 担当所属 回答

1

＜スケジュール＞
　R4 第１回定例会常任委員会に条例見直し結果報告が行われ
ると書いてありますが、その直前のR3 第３回手話言語普及推進
協議会において、条例見直し結果の最終案の審議は行われな
いのでしょうか。

河原委員 地域福祉課

資料には記載がありませんが、条例見直し最終案についても
提示する必要があると考えております。ただ、計画改定につい
てもある程度議論する必要があり、時間も限られていることか
ら、事前調整なども含めて御意見をいただけるよう調整を進め
ます。

2

R4 第１回定例会常任委員会報告とR3 第４回手話言語普及推
進協議会（・計画(最終案)の協議）の時期について、スケジュー
ルを見ると、常任委員会報告の方が先に行われるようですが、
協議会で最終案の審議を行い、そこで出た結果を常任委員会に
報告するという流れではないのでしょうか。
　常任委員会報告が先だと、協議会で意見を出しても、すでに報
告したので変えられないということになってしまわないでしょう
か。

河原委員 地域福祉課

R3第4回での内容については、結果報告になります。最終案は
No.1記載の方向で調整します。

3

＜５ 「神奈川県手話推進計画」の改定について＞
　「(5)今後のスケジュール」の最後に書かれている、「社会福祉
審議会」とはどのような審議会でしょうか。 河原委員 地域福祉課

福祉関係の内容について総括する審議会であり、福祉にかか
わる計画改定はこの審議会の了解を得る必要があります。

4

全体的に「県立ろう学校」という記載は削除していただきたいと
思います。

中戸川委員 地域福祉課

　意見交換会で頂いた同様のご意見を踏まえ、就学前、就学
後、普通校、ろう学校など、（ろうの子どもの所在に）視野を広
げて、文章又は施策の中に記載すること等を検討中です。
　このため、ろう学校の取組自体を削るのは難しいと考えます
が、一方で、「県立高校」「学校」「ろう学校」等、言い方のばらつ
きは整理したいと考えております。その中で、「県立」の文言の
扱いについては関係課とも調整・検討の上、記載します。但し、
いずれにしても、本計画が直接指すものは、基本的には県立
施設や県立学校であることには変わりはないと考えます。
　なお、この計画は手話推進の観点から各取組（学校の取組も
含む）を記載していますが、当然、ろう学校の教育がこれにより
規定される性質のものではないことは認識していることは、改
めてお伝えします。


