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聴覚障害者制度改革推進徳島本部について

〔構成団体〕

NPO法人徳島県聴覚障害者福祉協会

徳島盲ろう者友の会

徳島県難聴者と支援者の会

人工内耳友の会・徳島

NPO法人聴覚・ろう重複障害者生活支援センター

徳島県手話通訳問題研究会

NPO法人文字情報支援ひこばえ

徳島県手話通訳士連絡会

徳島県難聴児・者を持つ親の会

以上、９団体
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〔活動内容〕

・毎月１回定例会議を開催

・徳島県、市町村への要望

（年１～２回）

・「耳の日」記念行事の開催

・街頭啓発及び署名活動の実

施

・情報保障やコミュニケーシ

ョン支援のあり方に関する

学習会の開催 等
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１．検討委員会設立までの経緯
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請願書

「徳島県情報アク
セス・コミュニ
ケーション保障条
例（仮称）」

提 出

平成26年2月5日

知事・議長と
面談し説明



『聴覚障害配慮の条例求める県内団体、知事に』

《前略》要望書では、聴覚障害者や視覚・聴覚の重
複障害者にとって手話や要約筆記、筆談などは音声
言語と対等なコミュニケーション手段と指摘。これ
らの普及に向けて環境整備を進める条例を制定する
よう求めている。《中略》
知事は「視覚や聴覚だけではなく、肢体不自由や

精神など多くの障害者のコミュニケーションについ
て考え、全国初の試みとなるよう検討したい。」と
述べた。

～平成26年２月６日 徳島新聞朝刊より～



平成26年２月24日

徳島県議会

・条例の制定については継続審議

・制定に向けて検討委員会を設置し、関係部
署との連携と十分な協議を行うことが採択

２月定例議会において、公明党の長尾議
員（制度改革推進徳島本部顧問）が条例
に関して質問。



平成26年4月16日

一般財団法人全日本ろうあ連盟・久松事務
局長が来県し、飯泉県知事ならびに県議会議
長と面談。



平成26年5月26日

「第1回 徳島県障
がい者の権利擁護の
ための検討委員会」
開催



２．検討会委員

委員： 14名

○ 障がい者団体： ４名

○ 学識経験者： ２名

○ 支援機関： ６名

○ 市町村： ２名

※障害当事者がわずか２名

事務局： 障がい福祉課長

健康増進課課長補佐、精神保健センター所長、障が
い者相談支援センター所長、発達障害者総合支援セ
ンター所長、労働雇用課副課長、教育委員会特別支
援教育課長



所 属 ・ 職 名 氏 名 備考

徳島県身体障害者連合会会長、県視覚障害者連合会会長 久米 清美

聴覚障害者制度改革推進徳島本部本部長 平 光江

徳島県手をつなぐ育成会理事長 福永 岩一

徳島県精神障害者家族会連合会 西村 三希子

徳島文理大学教授 富澤 彰雄 委員長

徳島大学名誉教授 末田 統

徳島赤十字ひのみね総合療育センター園長 橋本 俊顕 副委員長

徳島県身体障害者施設協議会会長 川島 成太

徳島県知的障害者福祉協会会長 加藤 和輝

視聴覚障がい者支援センター所長 西條 美鈴

徳島県立徳島視覚・聴覚支援学校長 冨樫 敏彦

徳島県立板野支援学校長 美馬 恒子

徳島市障害福祉課長 日下 裕司

美波町保健福祉課長 花木 美名子



回 開催日時 議事(検討内容）

１
平成26年5月26日（月）
10:30～12:00

（１）国・他都道府県の動向について
（２）検討の方向性等について

２
平成26年9月3日（水）
13:00～15:00

（１）条例の構成案について
（２）その他

３
平成26年12月25日（木）
13:30～15:00

（１）「権利擁護の推進」、
「情報アクセス・コミュニケー
ション支援」について

（２）その他

４
平成27年3月23日（月）
13:30～15:00

（１）「自立と社会参加」、「県民理解
の促進」等について

（２）前回からの修正点について
（３）その他

３．第１回から第４回までの概要



検討の方向性等について

１ 検討の方向性

障がいの有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重
し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする
差別の解消を推進するとともに、障がい者の方々にとって一層
の権利擁護が図られる条例の制定を視野に、具体的な調査研究、
議論を行う。

２ 条例に盛り込む要素（案）
・総則（理念等）
・差別の解消
・権利擁護の推進
・共生社会に向けた環境づくり

※情報アクセス・コミュニケーションの支援（手話を
含む）

・県民理解の促進



○推進徳島本部から出した意見

・すべての障がい者を対象とした「情報アクセス・コミュニ

ケーション保障」に特化した条例の検討を。

・障がい特性に応じた様々なコミュニケーション手段につい

て理解の促進を。

・災害発生時には、障がい特性に応じた情報提供の手段を

確保すべき。

・民間主催のイベントにおいても、障がい特性に応じた情報

提供やコミュニケーション手段の用意を（合理的配慮の検

討）。

・手話通訳者や要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助者等

の人材育成も重要である。



障がい者の権利擁護に関する条例の

基本的考え方について

１ 障がい者の権利擁護に関する条例の必要性

国においては、昨年６月に「障害者差別解消法」
が成立し、国・地方公共団体はもとより国民の「責
務」として、「障がいを理由とする差別の解消」に
積極的に取り組んでいくこと、また誰もが、相互に
「人格と個性」を尊重し合いながら「共生する社
会」の実現に、積極的に取り組んでいくことが明記
された。

さらに、本年１月には、障がい者の権利・尊厳を
守ることを規定した「障害者権利条約」が批准され
るなど、障がい者の方々の「人権尊重」のための法
整備が着々と進められているところである。



このような状況の中、県においても障がい者の権
利擁護が重要であると考えており、「視覚や聴覚」
に障がいのある方々の「情報アクセス・コミュニ
ケーション」の確保をはじめとして、「肢体不自
由」や「知的障がい」など、様々な「障がい特性」
に配慮し、きめ細やかに対応していくため、今後、
すべての障がい者の方々にとって一層の「権利擁
護」が図られる条例の制定を視野に検討を進めてい
く。



２ 条例の目指す社会

障がいのある人もない人も、

①障がいの有無によって分け隔てられることがなく

②相互に人格と個性を尊重し合い

③地域で共に安心して活き活きと暮らせる

「共生社会」を実現する

３ 条例の骨格

①権利擁護の推進

②地域における共生社会実現への取り組み

③県民理解の促進







⑤ 県は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普
及が進むよう、県民及び事業者への理解の促進を図る。

⑥ 県は、④、⑤に定めるものの他、字幕、文字表示、わ
かりやすい表現など、障がい特性に応じた多様な情報
提供の普及が進むよう、県民及び事業者への理解の促
進を図る。

⑦ 県は、障がい者の円滑な情報アクセス・コミュニケー
ションを支援する機器の普及に向け、その周知啓発を
図る。

⑧ 県は、障がい者自らが、円滑に情報アクセス・コミュ
ニケーションを行えるよう、生活に必要な訓練を行う。



（２）情報アクセス・コミュニケーションを支援する者
の養成及び派遣

① 県は、市町村と連携して、情報アクセス・コミュニ
ケーションを支援する者（※）の養成及び技術の向上
を図る。

※手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助
員、点訳奉仕員、音訳奉仕員

② 県は、情報アクセス・コミュニケーションを支援する
者の指導者の養成を図る。

③ 県は、市町村と連携して、情報アクセス・コミュニ
ケーションを支援する者の円滑な派遣を図る。



（３）障がい種別に応じた多様な対応

① 県は、情報アクセス・コミュニケーションの支援には、
障がい種別の特性に応じた多様な対応が必要であること
を認識し、障がい特性に配慮して実施する。

② 県は、障がい福祉に係る専門的見識を有する機関と連携
して、最新の情報に基づき、障がい種別の特性に応じた
適切な対応を行うよう努める。

（４）災害時等の情報の確保

① 県は、災害その他非常の事態（以下「災害時等」とい
う。）の場合に障がい者に対しその安全を確保するため
必要な情報の迅速かつ的確な伝達に向け、市町村及び関
係機関と連携して、多様な情報提供手段の確保に努める。



② 県は、災害時等における障がい者の円滑な情報アクセ
ス・コミュニケーション支援に向け、支援する者の人
材育成を図る。

③ 県は、災害時等における障がい者への支援について、
障がい種別の特性に応じた対応等について、県民及び
事業者への周知啓発を図る。

（５）市町村との連携

上記を進めるにあたっては、市町村の役割が大きいこ
とから、県は市町村と連携して推進する。



修正案

６ 情報アクセス・コミュニケーション支援

《※修正箇所のみ記載》

（１）情報アクセス・コミュニケーション支援の
推進

② 県は、障がい者が県政に関する情報を速やかに
得ることができるよう、可能な限り、障がい者
に配慮した情報提供を図る。

⑥ 県は、④、⑤に定めるものの他、字幕、文字表
示、わかりやすい表現及び情報機器などにより、
障がい特性に応じた多様な情報提供の普及が進
むよう、県民及び事業者への理解の促進を図る。



条例制定の運動とその後の動き

平成27年2月28日

県議会文教厚生委員
会で「障がい者の権利
擁護に関する条例（仮
称）」の施行時期を平
成28年4月とする方針
を示す。



平成27年3月1日

徳島市内で「情報アクセス・コミュニケーション保
障条例（仮称）」の制定を求めるパレードを実施。



今後の課題

①障がい者団体や当事者等へのヒアリングの
実施を求めていく。

②「情報・コミュニケーション」に関する項
目を、細則のなかでより充実させる。

③「地域委員会（仮称）」に関係団体（聴覚
障害者制度改革推進徳島本部の構成団体：
９団体）が参画できるようにする。


