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日本維新の会

すべての障害者の社会参加に必要な情報アクセスやコミュニケーションを保障するための情
報・コミュニケーションの法制化は当然の要求です。今年１月に批准された障害者権利条約
や「改正」障害者基本法の趣旨からも急がなければなりません。特に災害の際、情報・コミュ
ニケーションは命にかかわるものです。法制化のために検討会を設置し、その委員に障害者
運動にかかわってきた団体から委員を選出することは当然です。

障害者福祉施策に関する公開質問状の回答

岩永　裕貴

回　　　　　　　　答

田島　一成

原文をすべて記載しました。
1.「情報・コミュニケーション法（仮称）」の制定について
我が国では、2014年２月１９日に国内でも効力が発効した「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）では、すべての人のために不可
欠な権利としてアクセシビリティの保障とICT（Information and Communicaton Technology、情報コミュニケーション技術）の利活
用を位置づけています（第２条「コミュニケーション」、第９条「アクセシビリティ」、第２１条「情報へのアクセス」など。）また、障害
者総合支援法付帯決議にも同様の趣旨が盛り込まれていますが、その趣旨を踏まえた整備はわが国では行われておりません。私たちは障害者
の社会参加（医療、福祉、教育、司法、就労、放送、通信など）に必要な情報アクセスやコミュニケーション手段を保障するため、省庁に横
断的に関わる事項につき総括する立場にある内閣府に、視覚、聴覚、言語の機能障害その他の障害のため「情報アクセス・コミュニケーショ
ン保障」の法制化を検討する検討会を立ち上げるとともに、立ち上げの際は情報アクセスに障害がある聴覚障害者当事者団体に委員を委嘱す
るよう要望しています。
「情報・コミュニケーション法（仮称）」に対するご見解をお聞かせください。

候補名 選挙区

３区

中川むつ子 ２区

西川ひとし

川端　達夫

障害者総合支援のための具体的な法・制度整備は必要であり、「情報・コミュニケーション法
（仮称）」の検討を推進すべきと考える。その際、当事者の意見は当然尊重されるべきで、検
討の段階から当事者が加わっていくのが妥当である。

４区

うえの賢一郎 ２区

西沢こういち ４区

１区

武村のぶひで ３区

むとう貴也 ４区
障害者と社会との多方向のコミュニケーションを成立させるため、法の整備が積極的に進め
られることに賛同する。

民主党

自由民主党

佐藤こうへい １区

わが国がようやく批准した「障害者権利条約」に規定されるアクセシビリティの保障と情報コ
ミュニケーション技術の活用は当然行われていくべきと考える。そのための政策を実施する
において、新たな法制度が必要なのか、既存の法制度において対応可能なのかを見極めて
いくことが重要で、政策立案過程において、当該当事者が参画することは、当然のこととして
保障されるべきである。

障害者権利条約決議から７年、ようやく本年１月に日本の批准が実現し２月１９日に効力が
発生しました。「情報コミュニケーション法」実現に向けて大きな進展になることと思います。現
在では字幕番組が増え政見放送に手話通訳が付くなどの進展はありますが、災害時の情報
の伝達など課題も多く、まだまだ日本社会においては情報のアクセスやコミュニケーションを
保障する制度が不十分であり、障がいのある人の社会参加が十分とは言えません。私はみ
んなで支えあう「共生社会」の実現を目指しており、「情報コミュニケーション法」の制定は障
がいのある人には大変重要なことと認識しており、積極的に取り組んでいきます。

日本共産党

大岡としたか １区

２区

小川やすえ ３区

徳永久志

障害者権利条約の趣旨からすれば、「情報・コミュニケーション法」の制定は当然のことです。
自然災害の多発、原発事故への不安が増大しているだけにその緊急性が求められていま
す。
法制化の検討会を設置するとともに、その検討会で当事者の構成割合を高めることは、これ
までの障害者運動がかちとってきた制度改革の流れを加速化するものであり、国は実践の
先頭に立つべきだと考えます。

人間社会のなかでコミュニケーションはとっても重要です。しかしそのコミュニケーションの手
段が「手話」に限られている聴覚障害者のみなさんにとって、それを保障するための環境整
備は切実な課題です。　国が「情報・コミュニケーション法」（仮称）を制定する必要性は当然
であり、その際、法制化のための検討会や策定の過程で、聴覚障害者をはじめ関係者の意
見を聞き入れた内容にすることも当然のことです。

今年１月に批准された障碍者権利条約の第２条、第１９条、第２１条、「改定」障害者基本法
などに基づけば、すべての障害者の社会参加のための必要な情報やコミュニケーションを保
証するための情報・コミュニケーション法の制定は当然だと考えます。　法制化の検討会を設
置して、検討会での当事者比率を高めることは、障害者運動が切り開いてきた制度改革の流
れをいっそう促進するものです。そのために国がその先頭に立つべきです。
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日本共産党はこれまで自治体の「手話」についての条例の採択、地方議会の意見書採択に
賛同してきました。手話は言語のひとつであり、手話の獲得を保障して、自由に手話が使える
環境を整えることは極めて重要です。私は、手話言語法の制定の実現に向けて、聴覚障害
者のみなさんとともに運動をすすめていきます。

聴覚障害をお持ちの方が自由なコミュニケーションをはかるため、手話を学ぶ環境が充実す
ることは望ましい。

２．「手話言語法（仮称）」の制定について
現在、「手話」についての条例が６つの県市町村で制定され、1300を超える議会でも手話言語法（仮称）制定を求める意見書が採択されて
います。また、国会議員の間でも手話学習会を開催するなど、手話に対する取り組みの輪が広がっているところです。手話は改正障害者基本
法でも言語に含まれるものとして位置づけられており、同法ではコミュニケーション手段の選択権は障害当事者にあることが明記されていま
すが、政策や施策において、手話を獲得し・学び・使用するといった機会の保障がまだ十分になされていません。私たちは、手話を獲得して
いない聴覚障碍児・者も含めすべての人が手話を学び「いつでも、どこでも、どんな時でも」自由に手話が使える社会環境から作られること
を目指し、「手話言語法（仮称）」の必要性を訴えています。「手話言語法（仮称）」に対するご見解をお聞かせください。

民主党 手話言語法の制定は聴覚障がいを持つ人やその家族にとって、生活のあらゆる場面での情
報・コミュニケーション保障がなされる環境をつくるきっかけになると思います。学習指導要領
では手話を学ぶ必要性が定められておらず、手話言語法が制定されれば、ろう学校の子ども
たちも手話で学べるようになり、学びやコミュニケーションにおいても大きな進展がみられま
す。滋賀県では県をはじめ全市町が意見書を採択しました。全国各地で条例や意見書も採
択されており理解も広がっています。議論を深め早期制定に向け、皆さまとも意見交換しな
がら進めていきたいと思います。

むとう貴也 ４区

川端　達夫 １区
より多くの人が、自由に手話が使える社会環境をつくっていくことは、大切である。そのため
の法整備も必要であろう。

田島　一成

コミュニケーションは、社会生活において不可欠なものであり、「手話」を言語とする聴覚障害
者にとっては、コミュニケーションツールとして「手話」を欠かすことはできない。そのために
は、聴覚障害者が手話を学ぶ機会が保障される社会環境をつくること、手話が音声同様の
言語であることの普及啓発をする施策が必要である。２０１１年の障害者基本法改正では、
手話言語として明記されているが、この施策を進めるにあたって法整備が必要であると考え
る。

佐藤こうへい １区

３区

２区うえの賢一郎

自由民主党

大岡としたか １区

武村のぶひで

西沢こういち

小川　やすえ ３区

奥村　としき １区

徳永 久志 ４区

日本共産党

中川むつ子 ２区

西川ひとし ３区

４区

２区

日本共産党は自治体の中で「手話」についての条例の採択や地方議会での意見書の採択に
賛同してきました。言語の一つである手話の獲得を保障して、自由に手話が使える環境をつ
くっていくことが重要です。障害者基本法の改正のあと、その趣旨を徹底する一環として、手
話言語法の制定実現めざして、聴覚障害者のみなさんと運動をすすめます。

手話は、聴覚障害者にとって唯一のコミュニケーションの手段であるだけでなく、健常者に
とっても大事なコミュニケーションの手段です。手話は言語であることを国の法律で位置づ
け、子どもの時から手話を学び、手話で話せる環境を整備することは、国としての責務です。
いま全国の地方議会で「手話言語法」（仮称）制定を求める意見書が採択されていますが、
日本共産党もこれに賛同し積極的な取り組みをすすめています。「たまご」と「たばこ」が混同
したという話があるように口話法には限界があります。

手話は言語のひとつであり、手話の獲得を保証し、自由に手話を使える環境を整えることが
重要です。手話言語法の制定の実現に向けて、聴覚障害者のみなさんとともに運動をすす
めていきたいと考えています。
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聴覚障害者の手帳取得のための障害認定基準はあまりにも厳しすぎ、軽度の障害者は生活
に大きな支障を感じておられます。せめてWHO基準並みに、幅広く認定できるようにすべきで
す。

奥村　としき １区

３区

わが国の障害認定の基準をWHO基準にあわせるとともに、実際の生活に支障が出ないよう
にするための具体的施策を講じるべきである。

障害認定の基準については、国際規範を鑑み、見直す等の対応は常に求められるものであ
る。しかしながら、障害によって社会生活に何らかの福祉サービスを必要とする方々には、適
切な福祉サービスがいきわたることが基本だと考えます。

聴覚障がいの認定基準は福祉先進国と比べると非常に厳しいのではないでしょうか。欧米で
は福祉サービスにおいて等級の区別はなく社会生活や日常生活の不自由度を基準にしてい
る為に、軽度の聴覚障がいのある方も必要に応じてサービスを受けることができます。世界
的な水準を考えると、日本も一定の認定基準の緩和や必要に応じた福祉サービスの提供を
検討する必要があると思います。

徳永久志 ４区

民主党

川端　達夫 １区

田島　一成 ２区

小川 やすえ

世界的な動きを考慮しつつ、適切な改善がなされていくことが望ましい。

日本共産党

佐藤こうへい １区

中川むつ子 ２区

西川ひとし ３区

西沢こういち ４区

むとう貴也 ４区

武村のぶひで ３区

３．聴覚障害認定の基準について
現在の身体障害者福祉法による聴覚障害の認定は純音による聴力検査と語音明瞭度検査の結果により判定されており、２０１３年の厚労省調
査によりますと聴覚・言語障害による身体障害者手帳の保持者は４５万人とほうこくされています。聴覚・言語障害者の数は日本での人口比
にすると0.3%です。　　　　世界保健機関（WHO)の２００５年報告の人口比4.3%、２０１３年報告の人口比5.2%と比較しても極めて低
い数値です。この極端に低い数値の最大の理由は、WHOが純音聴力レベル４１デシベル以上を聴覚障害としているのに対し、我が国では純
音聴力70デシベル以上を聴覚障害としていることに起因していると考えます。聴覚障害に関する福祉サービスは、ほとんどがニーズアセス
メントではなく手帳制度で運用されています。手帳取得に係る障害認定が聴覚障害者の範囲を決め、利用サービスの内容を決めるため、軽度
の聴覚障害者は福祉の対象とならず、生活に大きな支障を抱えたままの生活を強いられることになります。これらの改善のため、現行の障害
認定慕基準をWHOの基準並みに改定することが当面の急務と考えますが、ご見解をお聞かせください。

聴覚障碍者の手帳取得のための障害認定基準はあまりにも厳しすぎます。WHO基準並み
に、幅広く認定できるようにすべきです。聴覚障害の認定の制度改善を進めることは、高齢者
もふえるなかで、必要としているすべての人の福祉利用を保障していくことにもつながりま
す。

自由民主党

大岡としたか １区

うえの賢一郎 ２区

全くご指摘の通りです。身体障害者のなかでも聴覚障害の認定基準はあまりにも厳しいもの
で、WHO基準並みに幅広く認定すべきです。こうした認識と遅れが、聴覚障害者福祉の遅れ
にもつながっていると思います。

ご指摘の通り、我が国の聴覚障害者手帳取得の基準は厳しすぎるものです。WHOの基準な
みに幅広い認定をすべきです。高齢者の人口が増えつづける現在、手帳を必要とするすべ
ての人に福祉利用を保障していくことにつながる障害者認定の制度を改善することが必要で
す。
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手話通訳士の高度な技術、専門性に見合う身分保障が十分ではありません、直ちにすすめ
なけれななりません。手話通訳士の養成を確実にすすめるためにも、自治体が正規職員とし
て雇用することをはじめとして、公的責任を明確にして安定した雇用が確保されるようにしま
す。

奥村　としき １区

手話通訳者の専門性に着目した雇用条件、処遇の改善を進めるべきである。

田島　一成 ２区

手話通訳者は各自治体の努力により育成途上にあるが、手話通訳士だけでは不足している
ので、登録手話通訳者などが活用されているのが現状であると認識する。聴覚障害者の社
会参加の促進や意思疎通支援事業の普及により、需給バランスの質の面においての課題は
大きいものと考える。
医療や教育、就労などでは高い専門性が求められており、手話通訳者等や要約筆記者同士
の研鑽や教育の仕組みも必要であると同時にその方々への身分保障と資格のあり方につい
て検討を行い、必要な措置を講じなければならない。

小川やすえ ３区

手話通訳者は常に高い専門性を必要とされ、聴覚障がい者の社会参加を支援するためには
欠かせない存在です。手話通訳者が健康で安心して働ける環境を整備することは障がいを
持つ人の安心にもつながります。現政権は先の国会で労働者派遣法を改正し、非正規雇用
者を増やしかねない規制緩和をしょうとしていました。ますます雇用の不安化につながりかね
ないか心配しています。

西沢こういち ４区

民主党

川端　達夫 １区

徳永久志 ４区

むとう貴也 ４区
専門知識を持った者が責任を持って職務を遂行できるよう環境の整備が進められるべきだと
思う。

日本共産党

佐藤こうへい １区

中川むつ子 ２区

西川ひとし ３区

４．手話通訳者の身分保障について
聴覚障害者の社会参加（権利保障）場面において情報・コミュニケーション保障を担う手話通訳者の雇用状況は、正規雇用19.6%（２３３
人）、非正規雇用79.5%（９４５人）（全通研２０１０年調査）と聴覚障害者の権利を保障する業務内容の重さに比して劣悪であり、改善
が必要と考えます。聴覚障害者の社会参加の一翼を担う手話通訳者が期限付きの非常勤では継続した責任ある支援が望めません。専門職とし
て手話通訳者の正規職員雇用の必要性について、ご見解をお聞かせください。

自由民主党

大岡としたか １区

うえの賢一郎 ２区

武村のぶひで ３区

手話技術は高度な技術であり、専門性もあるものです。それだけに身分保障を一刻も早くす
すめるべきです。自治体で直接、正規雇用職員として雇用するなど、公的な責任で正規雇用
が行われるように　していきます。そのことが、今後の手話通訳士の育成を進めていくと考え
ます。

手話通訳士は、専門職です。外国語の通訳士と比べてもその身分保障と位置づけは低く、こ
れまでボランティア感覚で対応されてきました。日本共産党は、その役割にふさわしく、地方
自治体でも正規職員・複数配置を粘り強く要求しています。

手話通訳士の高度な技術、専門性に見合う身分保障は、一刻も早く進めなければなりませ
ん。手話通訳士の養成を進めるためにも、自治体が正規職員として雇用することなど、公的
責任の発揮することが必要です。
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聴覚障がい者の社会参加の広がりとともに、対応する手話通訳者が不足している現状があ
ります。国家資格への格上げとともに、手話通訳者養成のハードルが上がらないようにする
必要があります。

手話通訳士を国家資格へ格上げし、それに見合った待遇改善を行うべきです。

岩永裕貴 １区

国家資格へと格上げすべきとの見解は理解するが、他の国家資格との整合性に配慮して進
めるべきと考える。

手話通訳者は各自治体の努力により育成途上にあるが、手話通訳士だけでは不足している
ので、登録手話通訳者などが活用されているのが現状であると認識する。聴覚障害者の社
会参加の促進や意思疎通支援事業の普及により、需給バランスの質の面においての課題は
大きいものと考える。
医療や教育、就労などでは高い専門性が求められており、手話通訳者等や要約筆記者の同
士研鑽や教育の仕組みも必要であると同時にその方々への身分保障と資格のあり方につい
て検討を行い、必要な措置を講じなければならない。

３区

徳永久志 ４区

西沢こういち ４区

民主党

川端　達夫 １区

田島　一成 ２区

小川 やすえ

むとう貴也 ４区
良いと思う。

日本共産党

佐藤こうへい １区

中川むつ子 ２区

西川ひとし ３区

１区

うえの賢一郎 ２区

武村のぶひで ３区

質問４にあったように、手話通訳士の技術性、専門性な高いものです。したがって手話通訳
士を国家資格に格上げして、それに見合う待遇改善を行ない、人材確保を進めるべきです。

４とも関連しますが、専門職として、国家資格へ引き上げ、その役割にふさわしい処遇に改善
すべきです。

手話通訳士の資格を国家資格に格上げして、それに見合う待遇改善をすべきです。

５．手話通訳制度における資格について
障害者基本法に手話を言語として位置づけたことから今後、手話の普及・定着と合わせ耳聞こえないものと聞こえるものの意思疎通は極めて
重要な政策課題となると考えています。意思疎通の役割を担う質の高い手話通訳士の人材確保を進めるために、現在の厚生労働大臣公認資格
から国家資格へと格上げすることが必要だと考えますが、ご見解をお聞かせください。

自由民主党

大岡としたか



日本維新の会

障害者雇用促進法は、求人や採用などを、障害を理由とした差別的あつかいをしてはならな
いとしており、それをふまえて聴覚障害者の面接の際にも障害者への適切な方法をとること
が明記されるべきです。

６．採用時における聴覚障害者への「合理的配慮」と「過重な負担」について
現在、厚生労働政策審議会障害者雇用分科会において「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障
害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針（案）」の検討が
されています。　　　　　　　　　　聴覚言語障害の分野別指針案では、「募集及び採用時」に「面接を筆談等により行うこと」となってい
ます。「筆談等」の「等」には手話通訳や要約筆記も含むという解釈だと考えますが、この記載では、手話通訳者や要約筆記者を依頼するこ
とは、採用側にとり「過重な負担」という論拠を与えやすいと思います。聴覚障害者の採用時の面接には筆談はじめ手話通訳、要約筆記等適
切な方法をとることが明記されるべきと考えますが、ご見解をお聞かせください。

うえの賢一郎 ２区

大岡としたか １区

自由民主党

徳永久志 ４区

岩永裕貴 １区

民主党

川端　達夫 １区

小川 やすえ ３区

日本共産党

佐藤こうへい １区

中川むつ子 ２区

西川ひとし ３区

西沢こういち ４区

武村のぶひで ３区

むとう貴也 ４区
採用側、被採用側多方にとって、過重な負担とならないよう、適切な配慮を行うべきと考え
る。

適切な対応をとることを明記すべきです。また現在、経済産業省がダイバーシティ経営によっ
て企業価値向上を果たした企業１００を表彰する制度を行っていますが、採用時から適切な
対応をとっている事業者や多様な人材の積極的活用に向けた事業者に何らかのインセン
ティブを与えるような施策を講じていくべきです。

２月に発効した障害者権利条約は、最高法規というべきものであり、この条約のもとでこれま
での施策を見直さなければなりません。また障害者雇用促進法では、求人採用にあたって障
害を理由にした不当な差別的扱いを認めていません。この見地に沿えば採用時の面接に障
害者にとって適切な方法を明記すべきです。

障害者権利条約を批准した以上、あらゆる施策を見直しする必要があります。手話は権利で
あってサービスの提供を受ける、というものではありません。権利条約に照らせば、サービス
に対する自己負担というのも撤廃すべきです。

障害者権利条約が批准されたもとでは、条約の水準であらゆる施策の見直しが求められて
ます。障害者雇用促進法は、求人や採用などを、障害を理由に不当な差別的あつかいをして
はならないとしており、それに沿って適切な方法を取ることが明記されるべきです。

より正確な意思疎通のため、手話通訳や要約筆記が必要に応じて取られるように明記してい
くことも重要と考える。

田島　一成 ２区

手話を言語とする聴覚障害者が、就職等の際に手話による面接を求めることは当然のことで
あり、要約筆記についても同様である。その際、事業主側が「過重な負担」となるような事態
が想定されるとすれば、公的助成のあり方についても検討されるべきであろう。いま、指針案
について取りまとめの議論がなされている。



日本維新の会

自由民主党

視覚、嗅覚など、聴覚以外による情報伝達の充実。その体制整備。

田島　一成 ２区

2007年に「障害者権利条約」に署名し、2014年に批准書を寄託したが、国際条約は、批准が
目的ではなく、あくまでもスタートであり、条約に則った国内法整備が重要である。障害者施
策は、聴覚障害者の方々をはじめ、総合的に障害当事者が権利主体であることを明確にし
て、自己決定、自己選択の原則が保障されるように制度改革をしていくことが必要と考える。
年齢や性別、障害を持つ人も持たない人も共に、当たり前に暮らせる社会を創っていくべきと
考えます。

小川やすえ ３区

手話言語法制定について共に取り組んでいきたいと思います。言語障がいのある子どもたち
は学校に行っても、先生の話す口形のみを見て、話しを理解することは非常に難しく、先生の
話す内容も理解できなかったり他の子どもたちのコミュニケーションもうまくいかなかったりす
るとのお話をお聞きしました。教育を受ける権利が、言語障がいがあるということでないがし
ろにされているのではないでしょうか。早急に手話言語法を制定し教育をはじめとして様々な
分野での手話の位置付けを確固たるものにしていきたいと思います。

３区

西沢こういち ４区

民主党

川端　達夫 １区

徳永久志 ４区

むとう貴也 ４区

日本共産党

佐藤こうへい １区

障害者のコミュニケーション手段の自己選択・自己決定を尊重し、社会参加を保障する「情
報・コミュニケーション法」を制定します。手話言語法の制定を求めます。
アクセシブルな情報通信技術（ICT)の調達を政府に義務付けるとともに、「新技術」の開発段
階からの障害者の参加保障を求めます。参政権を保障するため手話や字幕をすべての政見
放送に義務づけます。

中川むつ子 ２区

西川ひとし

１区

うえの賢一郎 ２区

武村のぶひで ３区

岩永裕貴 １区

うえの賢一郎 ２区

『障害者総合支援法』の着実な推進を図りつつ、国と地方の適切な役割分担の下、地域の実
情を踏まえながら、計画的なサービスの基盤整備を図るとともに、障害の有無にかかわら
ず、国民の誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう共生社会の実現に向けて、障害福祉
サービスの在り方や、恒例の障害者に対する支援の在り方等について検討を進めます。意
思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する手話その他のコミュニケーション支援の在
り方について、必要な法整備等を含めて検討し、その普及・充実に努めます。　　　　また、自
民党が主導した『障害者優先調達推進法（ハート購入法）』を着実に実施する等雇用の促進
に努めます。さらに、精神障害のある人が地域で安心して暮らすことができるよう、精神保健
医療福祉施策の改革に取り組むとともに、障害福祉サービスの利用の観点から、成年後見
制度の活用をさらに進めます。　　　　　　　自民党は、共生社会を実現するため、『障害者基
本法』の改正に主導的に取り組みましたが、さらにその具体化を図る観点から『障害を理由と
する差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）』の制定と『障害者雇用促進法』
の改正に取り組みました。今後、幅広い国民の共感と理解を得ながら、これらの法律の施行
に向けた取組の推進を図ります。引き続き、障害のある人の自立と社会参加のための施策を
積極的に推進してまいります。

・国における「情報・コミュニケーション法」の制定を実現させたいと思います。
・また手話言語法の制定を求めていきます。
・参政権を保障するためにも、すべての政見放送で手話や字幕を義務づけするように求めて
いきます。

聴覚障害者の人たちの社会参加を促進するうえで、まずはコミュニケーションの手段である
「手話」を広げることが大事です。そのための法整備は急ぐ必要があります。同時に、地域の
自治会・病院・駅・街など、生活するうえでも支障がないよう、すべての情報に、「文字」や「手
話」を入れる工夫が必要です。

障害者のコミュニケーション手段の自己選択、自己決定を尊重して、社会参加を保障する「情
報・コミュニケーション法」を制定します。手話通訳法の制定を求めます。アクセシブルナ情報
通信技術の調達を政府に義務付け、「新技術」の開発段階から障害者の参加を求めます。参
政権を保障するために手話や字幕をすべての政見放送に義務付けます。

７．その他
　聴覚障害者福祉施策について、特に取り組みたいとされていることをお聞かせください。

自由民主党

大岡としたか


