
熊本選挙区立候補者公開質問状回答内容 
 

一般財団法人熊本県ろう者福祉協会 
 
 聴覚障害者関係団体は、この度、熊本選挙区立候補者へ「手話言語法（仮称）」及び

「情報・コミュニケーション法（仮称）」等に関する公開質問状を送付しましたところ

回答頂きましたので下記のとおり紹介いたします。 
 
【立候補者氏名】  
立候補者お名前 ふりがな   備考 
高 本 征 尚 たかもと まさなお 熊本１区 日本共産党  
広 瀬  由 美 ひろせ ゆみ 熊本２区 日本共産党  
芋 生 よしや いもう こしや 熊本３区 日本共産党  
井 芹 栄 次 いせり えいじ 熊本４区 日本共産党  
橋 田 芳 昭 はしだ よしあき 熊本５区 日本共産党  

 
【質問と回答内容】 
質問１ 「情報・コミュニケーション法（仮称）」の制定について 
回答  全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法（仮称）」の制定は当然です。特に昨

今の災害の中での情報・コミュニケーションの重要性は、いうまでもありません。

法制化の検討会を設置し、検討会での当事者比「情報・コミュニケーション法（仮

称）」の制定について率を高めることは、障害者運動が切り開いてきた制度改革

の流れをいっそうすすめるものです。国が実践の先頭に立つべきです。 
 
質問２ 「手話言語法（仮称）の制定について 
回答  手話は言語一つであり、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ます。日本共産党は自治体の「手話条例の採択、地方

議会の意見書採択に賛同してきました。 
 
質問３ 聴覚障害認定の基準について 
回答  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るもので、 

WHO 基準並みに幅広く認定できるようにすべきです。 
聴覚障害の認定制度改善をすすめることは、高齢者も増えているなかで必要と

している全ての人に福祉利用を保障していくことにつながります。 
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質問４ 手話通訳者の身分保障について 
回答  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すすめなけれ

ばなりません。手話通訳士の養成を確実にすすめるためにも自治体が直接、正規 
職員として採用することをはじめ、公的責任の発揮で正規雇用が行われるように

します 
 
質問５ 手話通訳制度における資格について 
回答  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。 
 
質問６ 雇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 
回答  障害者権利条約か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 

必要です。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扱

いをしてはならないとしており、それに沿って、障害者の適切な不法をとること

が明記されるべきです。 
 
質問７ その他 
回答  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（IT）の調達を政府に義務づけるとともに

「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

め手話や字幕を全ての政見放送に義務ずかます。 
 
 
松野 頼久（まつの よりひさ） 熊本１区 維新の党 
【質問と回答内容】 
質問１ 「情報・コミュニケーション法（仮称）」の制定について 
回答  障害を持つ方の「情報アクセス・コミュニケーションの保障は、障害者を社会

で孤立させないために重要であり、多くの方の意見を聞きながら法制化を検討す

べきと考えます。 
 
質問２ 「手話言語法（仮称）の制定について 
回答  障害を持つ方のコミュニケーション環境を整えていくために、手話を学び・使 

用する機会を増やしていくことは大切であり、手話言語法制定の趣旨に大いに賛

成します。 
 
質問３ 聴覚障害認定の基準について 
回答   障害のある方が適切に福祉サービスが受けられるように、聴覚障害者認定の

基準を WHO 基準並みに改定することが必要か、専門家による議論を進めるべ 
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きである。また 手帳制度の障害認定についても、福祉サービス提供の公正性 
の見地から審査の在り方について検討していくべきと考えます。 

 
質問４ 手話通訳者の身分保障について 
回答  障害者の社会参加をサポートするためには、手話通訳者の役割は大きく、その

身分は保障されなくてはならないと考えます。正規職員であろうと非正規あろう

とも、専門食として相応の報酬が払われるべきだと考えます。 
 
質問５ 手話通訳制度における資格について 
回答  手話通訳士が障害者のコミュニケーションにとって重要な役割を担っている

ことから、国家資格とすることによって通訳者が増えて、質の高い手話通訳者が

提供できるということであるならば、資格の基準を厳格化した国家資格も検討す

げきと考えます。 
 
質問６ 雇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 
回答  聴覚障害者の採用時の面接においては、筆談、手話通訳、要約筆記などできる

範囲の支援を事業主が選択して行うべきと考えます。具体的に明記することによ

って、事業主が配慮する環境が整いやすいことであれば、必要だと思います。 
 
質問７ その他 
回答  特になし。 

以上 
 
 
野田 毅（のだ たけし） 熊本２区 自由民主党 
質問１ 「情報・コミュニケーション法（仮称）」の制定について 
回答  情報・コミュニケーション法の制定については、障害福祉のみならず。教育や

司法手続、政治参加、放送など、幅広い分野において、全ての国民が情報アクセ

ス・コミュニケーションの困難の有無によって分け隔てられることがない共生社

会を実現するものと承知しており、内閣府をはじめとして政府全体で検討すべき

課題と考えている。 
 
質問２ 「手話言語法（仮称）の制定について 
回答  手話言語法の制定については、障害福祉政策のみならず、教育や司法手続、政治

参加、放送など、幅広い施策において手話を習得した職員の配置を求める党、施

策の総合的な推進を図ることを目的とするものと承知しており、内閣府をはじめ

として政府全体で検討すべき課題と考えている。 
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質問３ 聴覚障害認定の基準について 
回答 ① 身体障害者福祉法の対象となる身体障害については 
     ・身体機能に日常生活が著しい制限を受ける一定以上の障害がある 
     ・その障害が永続している 
     ことを基本的な考え方としている。 
   ② 身体障害の認定基準については、各障害種別間のバランスを踏まえ、医学的・

専門的観点から審議された結果に基づき定められている。 
③ 身体障害の認定基準については、この考え方に従って、一般的に高度難聴（７

０デシベル以上）と言われている方等を認定の対象としており、基準の緩和は困

難である。 
 
質問４ 手話通訳者の身分保障について 
回答   手話通訳者については、各都道府県において養成が行われているところである

り、その雇用形態については、主な雇用主である自治体や企業等が、地域等にお

ける派遣に関する需要等を踏まえ実情に応じて定めているものと承知している。 
 
質問５ 手話通訳制度における資格について 
回答  手話通訳士試験については、厚生労働省令に基づく認定試験として実施されてい

る。本資格の国家資格化については、試験の実施主体である社会福祉法人聴力障害

者情報文化センターにおいて、外部有識者を含め議論がなされ平成 25 年 6 月に「手

話通訳士試験の在り方等に関する検討会報告」がされたところ。本報告においては、

国家資格を望む意見、必ずしも国家資格にこだわる必要はないという意見などが述

べられており、意見の集約には至っていない。このように様々な意見があるものと

認識しており、現状で国家資格化に向けた検討をしている状況にない。 
 
質問６ 雇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 
回答   指針の別表においては、聴覚・言語障害者に対する募集及び採用時の合理 
    的配慮の例として「面接を筆談等により行うこと。」とあるが、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って「過重な負担」で 

あるとの論拠を与えやすいと考える。聴覚障害者の採用時の面接には、筆談を 
はじめ手話通訳、要約筆記等の適切な方法をとることを明記することは可能か。 
※が記載されて、更に次の回答が記されている。 

   １ 合理的配慮に関する指針については、現在、労働政策審議会障害者雇用分科会

で御議論いただいているところであり、今年度中のとりまとめを予定しておりま

す。 
   ２ 御指摘の別表については、「多くの事業主が対応できると考えられる措置」を記

載するという考え方に基づき事例を例示するものですが、手話通訳者や要約筆記

者は、必ずしも多くの事業主が対応できると考えられる措置とまでは言えないの

ではないかとの意見があります。 
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   ３ いずれにせよ、指針の記載ぶりについては、引き続き障害者雇用分科会で御議

論いただく予定です。 
   ４ なお、改正法施行に向けて、合理的配慮に関する指針とは別に合理的配慮の事

例集を作成することを予定しているところであり、当該事例集において手話通訳

や要約筆記をはじめとした事例の記載を検討し、指針と共に周知を図って参りた

いと考えております。 
                                     以上 
 今泉克己 社民党 熊本第５選挙区 
 
１、「情報・コミュニケーション法（仮称）」の制定について 
 
 障害者の権利条約に規定されている「情報」が国内で整備されていないのは問題だと思

う。早急に内閣府に「情報・コミュニケーション法（仮称）」の制定にむけた検討会を発足

させるよう求めていく。その際、障害者権利条約の理念である「当事者抜きに当事者のこ

とを決めない」のもと、聴覚障害者当事者団体に委員の選出を委嘱するよう取り組んで行

く。 
 
 
２、「手話言語法（仮称）の制定について 
 
 改正障害者基本法では「手話は言語である」と明記されているが、そのことを現実的に

保障していくための法整備が必要と思う。いくつかの県市町村で「手話」の条例が制定さ

れているが、国の施策がなければ確固たるものにはならない。「手話言語法（仮称）」の制

定に向けて強く取り組んで行く。 
 
３、聴覚認定の基準について 
 
 日本の基準は、ＷＨＯの基準と比べて、かなり厳しいものであり、ＷＨＯ基準並みのも

のとするよう改定する必要があると思う。この実態を広く周知し、改定に向けて取り組ん

でいきたい。 
 
 
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において、手話通訳者の重要性は益々大きくなっている。 
 しかし、その身分は保障されず、手話通訳者の育成や聴覚障害者の情報保障に支障を及

ぼしていると認識している。専門職として正規職員雇用を増やし、情報・コミュニケーシ

ョン保障ができるよう取り組みたい。 
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５、手話通訳制度における資格について 
  
 手話は言語であり、通訳内容は専門的な内容で多岐にわたると思う。 
 国家資格に格上げし、また、そのための手話通訳者養成事業や手話通訳者現任研修の充

実も必要である。 
 
 
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 
 
 障害のある人が合理的配慮を受けるのは当然であり、きちんと筆記をはじめ手話通訳や

要約筆記等、明記されなければならないと思う。 
 
 
７、その他 
 
 ①手話言語法の制定、②県内おいては、手話言語条例の制定、③聴覚障害の教職員の労

働現場での合理的配慮、④熊本ろう学校に設置されることが想定されている特別支援学校

高等部についての見直しの提案など。 
以上 

 
坂本 哲志（熊本３区 自由民主党） 
 
質問１ 「情報・コミュニケーション法（仮称）」の制定について 
回答  社会参加に必要な情報アクセス手段に格差があってはならず、共生社会実現 

のために、検討する課題と考えます。 
 
質問２ 「手話言語法（仮称）」の制定について 
    「手話」については、聴覚に障害があるかないかを問わず、一つのコミュニ 

ケーション手段と捉えるべきであり、どのような手順で立法に結びつけていく 
か、その方策を模索があると考えます。 

 
質問３ 聴覚障害認定の基準について 
回答  聴覚障害の認定基準については、日常生活の制限と障害程度の等級との間に 
   乖離があるが実態を精査し、その結果を踏まえて見直すべきところは見直し、 

生活の支障を取り除くよう議論する必要があると考えます。 
 
質問４ 手話通訳者の身分保障について 
回答  不安定な雇用状況のもとでは専門的知識を充分に発揮することは困難であり、 
   正規雇用も含めた持続した雇用環境を整理すべきものと考えます。 
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質問５ 手話通訳制度における資格について 
回答  国家資格にすることによって、どのような価値を創出できるか、関係者など 

幅広い意見を聴きながら検討すべき課題と思われます。 
 
質問６ 雇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 
回答  ご指摘のように誤解を招くおそれがあるならば、「筆談をはじめ手話通訳、 

要約筆記等適切な方法により行うこと」と明記することも一考であり、採用側 
過重な負担と誤解されない正確な文言による説明が必要と考えます。 

 
質問７ その他 
回答  今後も聴覚障害者の社会福祉施策の整備・促進に取り組みます。 
 
                               以上 
 
自由民主党熊本県支部連合会 会長 山本 秀久  
 
質問１ 「情報・コミュニケーション法（仮称）」の制定について 
回答  条約を批准し､付帯決議にも盛り込んだからには、「情報・コミュニケーション

法」の成立に取り組むことは急務と考えます。その際、聴覚障害おもちの方々の 
   意見や置かれている状況などできるだけ反映されるべきことは当然であり、その

実現に向けて精一杯努力します。 
 
質問２ 「手話言語法（仮称）」の制定について 
回答  自民党熊本県連の主導により、熊本県議会も「手話言語法（仮称）制定を求め 

る意見書」を国にいたしましたが、国においてスピード感のある対応がなされて

いるとは言い難い状況だと考えます。総選挙後に県選出国会議員と党本部に改め

て強く要望し、法制定に向け取り組みが加速するように努めます。 
 
質問３ 聴覚障害認定の基準について 
回答  同様の問題意識は共有しております。 
    何故、日本の基準が WHO の基準と違っているのか精査し、可及的速やかに軽

度の聴覚障害者の方々が多くのサービス利用が可能となるように強く働きかけ

ております。 
 
質問４ 手話通訳者の身分保障について 
回答  必要性は認識しております。 
    一般の企業、団体等の割合等との比較において、どれくらい少ないか、どれく

らいの財源を必要とするのか、などの点について調査し聴覚障害者の方々の社会 
   参加のために不可欠であることから、積極的に取り組むべきと考えます。 
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質問５ 手話通訳制度における資格について 
回答  将来的には、そのような方向性が望ましいと考えます。 
    ただ、急に高い質を要求したり、国家資格への格上げを行うことにより、数が 
   増えなかったり、減ったりとかの恐れがないか、検証が必要であり、徐々にある

いは過度的に進めることがベターではないかと考えます。 
 
質問６ 雇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 
回答  熊本県連の主導した「障害のある人もない人も共に生きる熊本条例」の趣旨 
   からしても、その通りだと考えます。聴覚障害のある人に対しては、障害のない

人と同じ土俵になるような環境を整えてはじめてその能力を発揮できるのであ

り、そうしないと雇用する側も能力の正当な評価ができないと考えます。 
 
質問７ その他 
回答  引き続き、聴覚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邁進し

てまいりたいと思います。 
    その為に 特に「手話言語法」の早期制度に取り組みたいと考えます 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―８― 


