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１ 地域生活支援事業の改正 ～手話通訳関連～ 

 本年（2013 年）4 月、障害者自立支援法を改正し

た「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律（以下「障害者総合支援法」とい

う）」が施行され、同法 77 条・78 条に定める地域

生活支援事業もまた改正されました。 

地域生活支援事業とは、2006 年に施行された障害

者自立支援法により定められた、市町村及び都道府

県が実施主体になり「障害者等の福祉の増進を図る

とともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格

と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社

会の実現に寄与すること」を目的とする事業です。

このたびの改正内容は、本年 5 月 15 日に厚生労働

省から各自治体首長あてに地域生活支援事業実施要

綱の改正として通知されました。 

全部で 19 ある地域生活支援事業の中で、手話通

訳に直接関連する事業（以下「手話通訳関連事業」

という。事業内容は文末参照）を内容で分類すると、

①関心がある住民が手話の基礎を学ぶ「手話奉仕員

養成研修事業」、②関心がある住民が手話通訳につ

いて学ぶ「専門性の高い意思疎通支援を行う者の養

成研修事業」、③手話通訳者を配置する「意思疎通

支援事業（障害者の手話通訳派遣事業・手話通訳設

置事業を含む）」「専門性の高い意思疎通支援を行

う者の派遣事業」「意思疎通支援を行う者の派遣に

係る市町村相互間の連絡調整事業」に分類できます。 

今回の改正のポイントとしては、①これまで任意

事業だった市町村の「手話奉仕員養成研修事業」、

都道府県の「専門性の高い意思疎通支援を行う者の

派遣事業」（従前は手話通訳派遣事業）がそれぞれ

の必須事業となったこと、②新たに「意思疎通支援

を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事

業」が都道府県必須事業になったこと、があり、手

話通訳関連事業は強化されたといえます。 

 

２ これまでの地域生活支援事業の問題点 

 障害者自立支援法における地域生活支援事業（以

下「旧地域生活支援事業」という）の手話通訳関連

事業については、以下のような問題点が指摘されて

いました。 

①伸びない自治体の事業実施率 

 旧地域生活支援事業は、手話通訳派遣事業及び

手話通訳設置事業は市町村必須事業でしたが、未

実施市町村に対する制裁は特になく、その実施率

は、施行後 5年を経過した 2012 年度時点で手話通

訳派遣事業：75.5％、手話通訳設置事業：29.9％

にすぎません。これは、手話通訳派遣事業で 427

市町村、手話通訳設置事業で 1221 市町村が未実施

であることを示しています（「障害保健福祉担当

主管課長会議資料」2013 年 2 月開催）。 

 手話通訳関連事業は、聴覚障害者の情報アクセ

ス・コミュニケーション保障を担う重要な事業で

す。手話通訳関連事業実施に消極的な市町村では、

結果として聴覚障害者の福祉向上・社会参加が困

難になっていると推測されます。 

②地域格差 

 健聴者の子のオープンキャンパス（東京）出席

にあたり、同行を希望した親（高松市民）が地元

（高松市）の手話通訳派遣事業の利用（具体的に

は東京の手話通訳事業利用費の高松市負担）を依

頼したところ、①高松市外、②オープンキャンパ

スは対象外、という理由で高松市は派遣を却下し

ました（却下処分の取消と親が負担した通訳派遣

費用の支払いを求めて高松地裁で係争中）。 

 これは一例であり、高松市以外でも手話通訳者

派遣の依頼に対して、対象外として却下する市町

村は少なくありません。その一方で依頼に応じる

市町村もあり、居住地により対応が異なる状況が

生じています。例えば、市外（例：県立病院への

通院）、葬式、商取引、職場等への派遣依頼につ

いては自治体により派遣の可否の判断が異なるこ

とが知られています。また夜間や休日の緊急の依

頼への対応についても自治体により異なり、急病

人に手話通訳者が配置されない例もあります。 

③手話通訳者の質 

 旧地域生活支援事業では、「手話通訳士・手話

通訳者・手話奉仕員」は手話通訳関連事業に関わ

る資格として同等に扱われていました。 

 このうち手話通訳士と手話通訳者は、国または

都道府県レベルの試験に合格した者ですが、手話
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奉仕員は、毎週 1 回 2 時間の手話講習会を半年間

受けただけの住民を申請により登録する市町村も

あり、「手話が十分に通じない通訳者」というケ

ースも現実にはありました。 

 これは、手話奉仕員に登録を希望した善意の住

民の責任ではありません。住民の善意を利用して、

聴覚障害者の生命や基本的人権に関わるような重

い責任が伴う場面の情報保障を専門的なトレーニ

ングを受けていない住民に委ねる国や自治体の対

応が批判されるべきです。 

④財源保障 

 新旧とも、地域生活支援事業の費用は、１）市

町村事業：国 1/2、県 1/4、市町村 1/4 を負担、

２）都道府県事業：国 1/2、都道府県 1/2 を負担、

と決まっています。ただし、いずれも「予算の範

囲内」という条件があります。 

 市町村の実務では、①年度半ばに執行見込報告、

②年度終了後に完了報告、③翌年度に（全体の事

業費を把握した）国から補助金交付、という流れ

で補助金が交付されていました。 

 この流れでは、当該年度中には補助金交付額が

確定しません。また、実際には、予算の範囲内と

いう条件から、国の補助金交付額が事業費の 1/2

を下回り（県は国の補助金額の半額を交付）、事

業費負担が 1/4 を超えた市町村が多く、地域生活

支援事業の積極的な実施を抑制する状況となって

いました。 

⑤利用者負担導入の懸念 

 障害者自立支援法では、介護給付・訓練等給付

事業に１割の利用者負担が定められています。  

 旧地域生活支援事業における利用者負担につい

ては、同事業実施要綱において「実施主体の判断

による」と定められ、聴覚障害者の利用者負担導

入は禁止されていないのが実情でした。いわば本

体事業と言える上記２事業が利用者負担を定めて

いたことから、新たに事業を始める市町村が利用

者負担を導入することが懸念されていました。 

 聴覚障害者の情報アクセス・コミュニケーショ

ン保障を担う手話通訳関連事業は、一見聴覚障害

者だけが受益者のように見えますが、医療場面や

司法場面を考えるとわかるように、実は健聴者側

も受益者になっています。これはすべての手話通

訳場面で同じであり、手話通訳関連事業の受益者

が国民全体であることを意味しています。 

 現実には、旧地域生活支援事業（手話通訳関

連）において利用者負担制度を導入した自治体は、

2011 年度で７カ所ありました（「障害保健福祉担

当主管課長会議資料」2013 年 2 月開催）。 

 結果として聴覚障害者の福祉向上と社会参加を

抑制することにつながりかねない聴覚障害者の手

話通訳利用に対する利用者負担の導入禁止を原則

とすべき、と全日本ろうあ連盟や全国手話通訳問

題研究会等の当事者団体は主張しました。 

 

３ 地域生活支援事業の主な変更点 

 上記のように多くの問題点があった障害者自立

支援法下の手話通訳関連事業は、当事者団体から、

厳しい批判と早急な改善要望を受けていました。 

 さらに、上記２団体を含む聴覚障害関係６団体

が構成する聴覚障害者制度改革対策中央本部は、

2010 年から、聴覚障害者の情報アクセス・コミュ

ニケーションの権利を保障する新たな法制度の実

現を求める運動を開始、30 万部の啓発パンフを普

及するとともに趣旨に賛同する 116 万筆の署名を

2011 年９月に国に届け、６団体の要望についての

国民の理解の広がりを示しました。 

 これを受けて、厚生労働省は、障害者自立支援

法の改訂作業の中で、手話通訳関連事業を既述の

とおり強化して批判に応えると共に、「意思疎通

支援を行う者の派遣に係る標準モデル構築に関す

る調査について」を検討する事業者を公募、申請

した全日本ろうあ連盟（当事者団体）に補助金を

交付し新たな手話通訳関連事業に関する要綱案・

ガイドラインが作成されました。  

 この事業で作成された「要綱案」がいわゆる

「モデル要綱」（資料参照）です。 

 

４ モデル要綱とは  

 本年３月 27 日、厚生労働省は、モデル要綱を

含む「地域生活支援事業における意思疎通支援を
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行う者の派遣等について」を都道府県・政令指定

都市・中核市あてに通知しました。モデル要綱は、

旧地域生活支援事業に対する当事者団体の批判・

要望の一部に応え、強化された手話通訳関連事業

を実務レベルで具体化した内容になっています。 

 この中で「市町村及び都道府県が行う意思疎通

支援を行う者のうち手話通訳者及び要約筆記者の

派遣に関する主な内容については、下記のとおり

となるので、意思疎通支援を行う者の派遣に係る

事業を実施の際は、本通知で示す意思疎通支援事

業実施要綱を参考に事業実施を検討されたい」と

して、市町村及び都道府県の事業実施の際には通

知内のモデル要綱を参考にして実施することを求

めました。  

 当事者が中心になったしくみ作りに厚生労働省

が参加したこと、そのしくみを基準として通知し

たことはおそらく前例がなく、その内容とあわせ

て積極的に評価できると考えますが、問題点もあ

ります（後述）。 

 

５ モデル要綱の主なポイント 

※モデル要綱では要約筆記についても定めていますが、

ここでは手話通訳関連のみを取り上げます。 

①市町村及び都道府県事業に共通する点 

○利用者負担の否定 

 旧地域生活支援事業では、手話通訳派遣事業に

利用者負担を導入した自治体が複数ありました。

モデル要綱では「原則無料」とし、地域生活支援

事業実施要綱の「実施主体の判断による」という

記述を超え、利用者負担を否定しました。 

○手話通訳者の健康診断の実施 

 旧地域生活支援事業では、登録手話通訳者に対

して健康診断を実施していない市町村が多くあり、

手話通訳者の職業病である頸肩腕障害への対応が

不十分でしたが、モデル要綱では「意思疎通支援

業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、

メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を

予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もっ

てこの事業全体の健全な運営を確保するため、必

要に応じ、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する

健康診断を実施する」とし、健康診断の実施を定

めました。 

 

②市町村事業 

○派遣対象の拡大 

 旧地域生活支援事業では、既述のとおり、手話

通訳派遣事業の対象を限定する市町村が多くあり

ましたが、モデル要綱では対象分野を「聴覚障害

者の日常生活及び社会生活を営むために必要なも

の」（ただし社会通念上派遣することが好ましく

ない、公共の福祉に反すると認める内容を除く）

として、対象の制限を事実上廃止しました。 

○派遣区域の拡大 

 旧地域生活支援事業では、手話通訳派遣事業の

対象区域を「市内」に限り、市外の派遣依頼は断

る市町村がありました。モデル要綱では、派遣区

域の原則を「県内」とし県内他市町村への派遣を

当然としました。また県外への派遣についても、

手話通訳業務が必要とされる市町村の手話通訳者

の派遣が「できるものとする」として、対象範囲

を全国まで拡大しました。 

 

○申請者の拡大 

 旧地域生活支援事業では、手話通訳派遣の申請

者は聴覚障害者のみに限定する市町村がほとんど

でした。モデル要綱では、「聴覚障害者とその家

族・聴覚障害者団体・手話通訳を必要とする個人

若しくは団体・不特定多数の者が参加する催しを

開催するときに、聴覚障害者等が参加することを

見込む公共機関・団体・その他、市（区市町村）

長が必要と認めるもの」として、申請者の制限を

事実上廃止しました。  

 

③都道府県事業 

○手話通訳派遣事業 〜派遣対象分野の拡大〜 

 新たに都道府県必須事業となった手話通訳派遣

事業は地域生活支援事業実施要綱で、①市町村域

を越える広域的な派遣、②複数市町村の住民が参

加する障害者団体等の会議等、③市町村の対応が

困難な場合に対応する、と定められました。  
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 モデル要綱では、「聴覚障害者等又は聴覚障害

者等とコミュニケーションを図る必要のある者及

び団体等が、円滑な意思の疎通を図る上で支障が

あることを認めるとき」に手話通訳者を派遣する

とし、さらにその内容を具体化しました。 

○広域的な派遣調整機能の具体化 

 都道府県必須事業となった手話通訳派遣にかか

る連絡調整事業は、地域生活支援事業実施要綱で

「市町村域又は都道府県域を越えた広域的な派遣

を円滑に実施するため、市町村間では派遣調整が

できない場合には、都道府県が市町村間の派遣調

整を行う」とのみ定められています。 

 モデル要綱では、「知事は管内の市町村長より

広域的な派遣についての調整の依頼を受けた時は、

派遣先が県外の場合、派遣先の都道府県知事又は

市町村長に対し派遣の依頼を行うものとする」と

して、調整機能を詳細に定めました。 

 さらに「他の都道府県知事又は他の都道府県管

内の市町村長より、管内市町村内への派遣の依頼

を受けた場合、派遣場所の所在する市町村長に対

し派遣の依頼を行うものとする」として、他都道

府県からの依頼についても調整を求めています。 

 

６ 今後予想される展開と問題点 

 このように、当事者の要望を取り入れつつ強化

された手話通訳関連事業（モデル要綱含む）が、

そのとおり全国で実施されれば、聴覚障害者の社

会参加は大きく前進し、また、その際に付随する

業務量増加が手話通訳者の職域拡大に結びつくこ

とが期待できます。 

 ただ、見過ごせない問題点がいくつかあります。 

 まず、地域生活支援事業実施要綱には強制力が

なく事業実施の保障がないことです。意思疎通支

援事業は法律上の必須事業ですが、その内容につ

いては、例えば地域生活支援事業実施要綱どおり

に実施しないと補助金がない、というようなしく

みは（旧法と同じく）ありません。 

 補助金交付の流れ及び「予算の範囲内」という

条件も従前と変わらず、自治体の積極的な事業実

施を後押ししていません。事業内容は強化されま

したが国の地域生活支援事業予算額は昨年度比 30

億円増の 480 億円にとどまっています。30 億円と

いうと多いようですが、手話通訳設置事業未実施

の市町村すべて（1221 市町村）で手話通訳者を雇

用するとなくなってしまう程度に過ぎません。 

 地域格差の問題も解消されてはいません。派遣

事業についてはモデル要綱を策定して基準を示し

ましたが、養成事業や設置事業については基準が

なく、不十分なカリキュラムによる養成や非正規

職員での手話通訳者の採用が多いのが実情です。 

 これらのことから懸念されるのは、手話通訳者

の健康破壊の増加です。予算の大幅な増額がなく、

養成・設置事業に基準が示されない中で自治体が

事業拡大に取り組めば、結局登録通訳者（平均手

当額／月は約 18,000 円。2007 年全国手話通訳問

題研究会調査）の増加や非正規職員（平均月収額

は 17 万円弱。2010 年全国手話通訳問題研究会調

査）の採用で対応することになりかねません。 

 手話通訳者の職業病として認知されている頸肩

腕障害の発症の原因には、手話通訳の現場で求め

られる高い水準のスキルと、養成カリキュラムの

到達水準のギャップがあると考えられます。 

 このギャップを埋めるために、不十分な養成課

程の修了者（＝登録通訳者の多く）が肉体的・精

神的な無理を重ねることが病気を起こすのではな

いでしょうか。 

 手話通訳者が病気になることは、聴覚障害者の

情報・コミュニケーション保障が不十分になり、

福祉・社会参加の質の低下を招くことを意味しま

す。手話通訳者の健康問題という観点だけではな

く、聴覚障害者の福祉向上・社会参加保障という

点からも、養成カリキュラム（※）の改善と手話

通訳者の身分保障が急務といえます。 

※：現在厚生労働省が定める手話通訳者の養成カリキ

ュラムでは、入門〜修了まで全部で 170 時間に過ぎず

ボランティア養成となっているのが実態です。一方、

欧米では、４年制大学や大学院で手話通訳者を養成し

ている国が複数あります。 

 

７ 手話通訳制度の発展のために 



「地域生活支援事業と手話通訳派遣事業の課題」 

 聴覚障害者の福祉向上と社会参加を進めるため

には手話通訳制度の発展・充実は不可欠です。 

 このたびの地域生活支援事業における手話通訳

関連事業の強化とモデル要綱の策定は、手話通訳

制度の発展を目指す方向性と一致すると考えられ

ますが、既述のとおり事業内容の実現を保障する

しくみの弱さや手話通訳者へのしわ寄せの懸念が

あり十分なものとはいえません。 

 今後の手話通訳制度の発展を考えると、「聴覚

障害者の福祉向上と社会参加を進めるために情報

アクセス・コミュニケーションを権利として保障

する」という考え方を制度の理念として据えるこ

とが求められます。 

 今回の事業内容強化については、①実施を担保

するしくみ、②自治体の積極的な取り組みを後押

しする財源対策、が当面必要です。 

 さらに、③派遣事業に加えて設置事業や養成事

業の基準作り、④事業の担い手である手話通訳者

の身分保障（例：正職員としての自治体での採

用）、が必要です。また、これらを実現するため

には、⑤行政・議会・国民の理解拡大、が必須と

考えられます。 

 障害者に関わる公的制度の発展には、当事者の

暮らしに根ざした息の長い取り組みが必要である

ことは、これまでの歴史が証明しています。 

 聴覚障害者の福祉向上と社会参加を進めるため

に情報アクセス・コミュニケーションを権利とし

て保障すること、そのために不可欠な手話通訳制

度の発展・充実、という理念を堅持し、幅広い層

に理解を深めるための当事者を中心とした取り組

みがますます重要になっています。 

 

 

★別表：地域生活支援事業のうち手話通訳に直接関連する事業 

１ 市町村必須事業 

意思疎通支援事業 意思疎通に支障がある障害者とその他の者の意思疎通を支援する事業。①手話

通訳者を派遣する事業（＝手話通訳派遣事業）、②手話通訳者を役所等に設置

する事業（＝手話通訳設置事業）を含む 

手話奉仕員養成研修事

業 

聴覚障害者等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待

される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する事業 

２ 都道府県必須事業 

専門性の高い意思疎通

支援を行う者の養成研

修事業 

身体障害者福祉の概要や手話通訳の役割・責務等について理解ができ手話通訳

に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者を養成研

修する事業 

専門性の高い意思疎通

支援を行う者の派遣事

業 

聴覚障害者の自立と社会参加を図るため、市町村域を越える広域的な派遣、複

数市町村の住民が参加する障害者団体等の会議、研修、講演又は講義等並びに

市町村での対応が困難な場合に手話通訳者を派遣する事業  

意思疎通支援を行う者

の派遣に係る市町村相

互間の連絡調整事業 

市町村域又は都道府県域を越えた広域的な手話通訳について、市町村間で手話

通訳者の派遣調整ができない場合に、都道府県が市町村間の派遣調整を行う事

業 

３ 都道府県任意事業 

手話通訳設置事業 手話通訳を行う者を福祉事務所等公的機関に設置する事業 

奉仕員養成研修事業 上記市町村の「手話奉仕員養成研修事業」と同じ。 

 

（地域生活支援事業実施要綱（平成 25 年５月 15 日改正）から作成） 

  


