
質問は 質問１．手話言語法制定に賛同しますか。（該当する項目に〇印をおつけください。） ①はい　　　② いいえ　　　③ わからない
右記のとおりです。質問２．質問１で「①はい」と答えた方にお聞きします。法の制定に向けてどのように取り組まれますか。

質問３．質問１で「②いいえ」と答えた方にお聞きします。法制定にご賛同いただけない理由を具体的にお聞かせください。
質問４．その他、きこえない・きこえにくい人の福祉施策等に係る取り組みについて、取り組もうとしていること、

また今まで取り組んできたことを教えてください。

選挙区 政党 お名前
１．賛
同の可

否
２．法制定に向けた取組

３．い
いえの
理由

４．その他の取組

１区 立憲民主党 道下　大樹 はい

立憲民主党「障がい・難病プロジェクトチーム」の役員として全日本ろうあ
連盟の方々などと意見交換や議論を積み重ね、2019年6月に野党共同の議員立
法で手話言語法案と情報コミュニケーション法案を国会に提出しましたが、
今年10月14日に衆議院が解散され、審議未了で廃案になってしまいました。
衆院総選挙で再選し、手話言語法案などを再度国会に提出し、他党にも働き
かけて何としても成立させるべく、さらに力を尽くして参ります。

-

北海道議会議員時代には、手話言語条例の検討・制定に向けて取り組
みました。衆議院議員としては、災害等緊急時における聴覚障がい者
への情報保障の整備や、遠隔手話通訳や電話リレーサービスの安定
的・継続的運用、教育における情報保障などに向けて取り組みまし
た。今後も引き続き取り組んで参ります。

１区 日本共産党
畠山和也
（はたやま和
也）

はい

「手話言語法」は、人権を保障して差別のない社会を作るためにどうしても
必要な法制度です。新法制定を進めるために公的な検討委員会を設置し、当
事者を中心にろう関係有識者の参加を得て、すみやかに法案を策定していく
べきと考えます。全国の自治体で進んでいる手話の言語性を認めた条例制定
を、さらに多くの自治体へ広げるよう追求します。

-

日本共産党として、これまで、ろう者をはじめ障がい者の方々の権利
保障や平等の実現、差別のない社会のために取り組んできました。手
話の言語性を認める条例について、制定への紹介議員になるなどして
制定に力を尽くしてきました。ろう者の真の社会参加を保障していく
ために、記者会見や緊急速報、政見放送、その他テレビの解説放送な
ど幅広く手話通訳の導入ために取り組んできました。今後、高い専門
性に見合った手話通訳者などの処遇改善を行い、身分保障を求めてま
いります。また、手話言語をさらに発展させるための研究・普及・保
存をしていくことを保障することも必要不可欠と考えます。おとなり
の韓国やニュージーランドなどでは、公共機関における手話言語によ
る情報配信や教育の提供、ろう児の家族への支援も進んでいます。諸
外国に学び、福祉・医療・雇用・教育などあらゆる場面で具体的な施
策を確立するよう、当事者とよくよく話し合い、力を合わせて新しい
道を拓いていきたいと考えています。

２区 自民党
髙橋ゆうすけ
（髙橋祐介）

はい 入会並びに党内・国会での議論・質疑に積極的に参加いたします。 - 貴団体との意見交換や手話講座への参加

３区 立憲民主党
荒井 優
（荒井ゆたか）

はい

　聴覚障がいを持つ方々の手話言語をめぐっては、1933年に教育の場で使用
が否定され、特に戦時中には様々な差別や偏見にさらされるなど、言葉には
尽くせない大変な日常を送られていたと伺っており、今もなお、人権の確立
に向けて運動を進める皆さんのご尽力に心から敬意を表します。
　私がめざす多様性を認め合う社会の実現に向けては、聞こえない人や聞こ
えにくい人、聞こえる人を分け隔てることがあってはならないと考えていま
す。手話を広める聴覚障がい者の方々の姿勢、手話を獲得、習得しようとし
ている方の熱意に私たちは寄り添い、手話が日本語と同じ言語であることを
理解することが必要です。
　ご承知のとおり、２０１９年６月に野党共同で「手話言語法案」ち「視聴
覚障がい者等の意思疎通支援等のための手段の確保の促進に関する法律（情
報コミュニケーション法案）」が国会に提出されていますが、継続審議中と
なっています。今後、法案成立に向けては、さらに様々な手法を用いて世論
喚起をしていく必要があると考えており、皆さんとともに取り組んでいきた
いと思います。
　すでに、皆さんのご尽力によって全国４１３自治体で手話言語条例が成立
されていることに加え、北海道では道立石狩翔陽高校が「手話語」授業を全
国に先駆けて取り組んでいます。この授業の目標は「手話が言語であること
の認識を着実に深めていく」というもので、聴覚障がい当事者の皆さんの歴
史や想い、「手話は言語」という認識が幅広い世代に伝わるきっかけになる
と考えており、こうした取り組みに学び、さらに広げていくことが肝要だと
思います。

-

　立憲民主党は２０２０年６月に成立した「聴覚障がい者等による電
話の利用の円滑化に関する法律」では、当事者の皆様からいただいた
意見や提案をふまえて「手話言語法案」と「情報コミュニケーション
法案」の二本柱の修正案や電話リレーサービスの付帯決議を反映する
ことができました。今後も、電話リレーサービスの着実な運用に向け
て、オペレーターの安定的な確保、緊急通報の対応、国民間での周知
徹底など、課題の改善に努めます。
　また、災害問題で障がい者の方々が避難計画策定や防災教育段階か
ら関与する支え合い（「インクルーシブ防災」）の推進や、希望する
子どもたちが障がいの有無などにかかわらず、同じ場でともに学ぶこ
とを追求し、適切な指導と必要な支援を提供できる「インクルーシブ
教育」の実現に取り組みたいと思います。



選挙区 政党 お名前
１．賛
同の可

否
２．法制定に向けた取組

３．
いい
えの
理由

４．その他の取組

４区 立憲民主党 おおつき紅葉 はい

私の所属する立憲民主党の前身である民主党が政権を運営させていただいて
いた頃2011年、全日本ろうあ連盟の強いご意志をうけて手話が言語であるこ
とをぜひ法文に書きたいと、改正障害者基本法に手話が言語であることを初
めて明記しました。その後、2019年6月に野党共同で手話言語法案と情報コ
ミュニケーション法案を国会に提出しましたが、今次衆議院が解散となり、
審議未了で廃案になってしまいました。今後、手話言語法案をなんとか日本
で成立させるため、さらに力を尽くしていきたいと考えています。

-

北海道をはじめ道内の地方自治体では29の自治体単位で手話言語条例
を条例化しています。私の住む小樽市でも2018年3月に条例化されま
した。コロナ禍の影響で自治体が主催する手話教室は開催できていな
い状況ですが、コロナが終息し手話教室が開催された折には私自身が
手話教室を足を運び理解を深めたいと考えています。

５区 立憲民主党 池田まき はい

皆様の活動に心より敬意を表します。
ご存じのとおり、2011年の民主党政権の時に、改正障害者基本法に手話が言
語であることを初めて明記しました。その後、2019年6月には野党共同で手話
言語法案と情報コミュニケーション法案を国会に提出しましたが、いまだ成
立に至っていません。今後も成立に全力をあげます。また、国会だけでなく
社会全体の理解と含める世論喚起も重要で、地域段階で自治体の条例制定の
取り組みとも連携して進めていきたいと考えます。

-

立憲民主党は2020年6月に成立した「聴覚障害者等による電話の利用
の円滑化に関する法律」では、当事者の皆さまからの提案をふまえて
電話リレーサービスの付帯決議を反映することができました。今後も
サービスの着実な運用に向けて、オペレーターの安定的な確保、緊急
通報の対応など、課題の改善に努めます。また、災害時の避難計画に
障がい者の方々が関与して支えあう「インクルーシブ防災」や、子ど
もたちが障がいの有無にかかわらず同じ場でともに学ぶ「インクルー
シブ教育」の推進に取り組みたいと思います。

６区 立憲民主党
にしかわ将人
（西川将人）

はい
先ずは、国政の中でしっかり議論する機会を作ります。そして制定に向けて
具体的なロードマップを作成していきたい。

-
旭川市において、旭川市長として手話言語条例を公約に掲げ実現する
ことができました。

７区 立憲民主党
篠田奈保子
（しのだ奈保
子）

はい 当事者らとの継続的な対話を行います - ＳＮＳ等の文字コンテンツの充実

８区 立憲民主党
おおさか誠二
（逢坂誠二）

はい

2019年6月に野党共同で「手話言語法案」と「視聴覚障害者等の意思疎通等の
ための手段の確保の促進に関する法律案 (情報コミュニケーション法案)」
を国会に提出していますが、与党が審議に応じず、継続審議になってきまし
た。地方では、全国420自治体 (2021年10月1日現在)で手話言語条例が成立し
ています。国レベルでの法制定が求められていることを重く受け止めて、引
き続き早期の成立をめざします。

-

2020年6月に成立した「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関
する法律」では、当事者の皆様からいただいた意見や提案を修正案や
付帯決議に反映することができました。今後も、電話リレーサービス
の着実な運用に向けて、オペレーターの安定的な確保、緊急通報の対
応、国民間での周知徹底など、課題の改善に努めてまいります。
そのほか、災害で誰も取り残すことがないよう、障がい者などが避難
計画策定や防災教育段階から関与する「インクルーシブ防災」の推進
や、希望する子どもたちが障がいの有無などにかかわらず、同じ場で
ともに学ぶことを追求し、適切な指導と必要な支援を提供できる「イ
ンクルーシブ教育」の実現にも取り組みます。
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10区 立憲民主党 神谷　裕 はい

2019年６月に野党共同で「手話言語法案」と「視聴覚障害者等の意思疎通等
のための手段の確保の促進に関する法律案（情報コミュニケーション法
案）」を国会に提出していますが、与党が審議に応じず、継続審議になって
きました。地方では、全国420自治体（2021年10月１日現在）で手話言語条例
が成立しています。国レベルでの法制定が求められていることを重く受け止
めて、引き続き早期の成立をめざします。

-

2020年６月に成立した「聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関
する法律」では、当事者の皆さまからいただいた意見や提案を修正策
や付帯決議に反映することができました。今後も、電話リレーサービ
スの着実な運用に向けて、オペレーターの安定的な確保、緊急通報の
対応、国民間での周知徹底などの課題の改善に努めてまいります。
そのほか、災害で誰も取り残すことがないよう、障がい者などが避難
計画策定や防災教育段階から関与する「インクルーシブ防災」の推進
や希望する子どもたちが障がいの有無などにかかわらず、同じ場でと
もに学ぶことを追求し、適切な指導と必要な支援を提供できる「イン
クルーシブ教育」の実現にも取り組みます。

11区 自民党
中川ゆうこ
（中川郁子）

はい
手話言語は、日本語や英語と並ぶ「言語」です。
多くの自治体が制定した「手話言語条例」は全国へ拡大しています。法律制
定で「共生社会」、「共に生きる社会」実現のために尽力致します。

-

手話言語が理解され、きこえない・きこえにくい人の人権が尊重さ
れ、きこえる人と共に生きる社会をめざします。条例が制定された自
治体の施策として、手話言語の市民への普及啓発や、手話通訳制度の
充実、手話言語を守る事業などに対して予算化されています。それら
の動きを応援しています。合わせて、手話講座への参加や、企業者向
け手話講習会等への手話講師派遣について広報や実施のお願いを行っ
てきています。

11区 立憲民主党 石川　香織 はい

○障害者差別解消法とバリアフリー法の制定、
それに障碍者権利条約の理念から、「手話言語法」の制定に賛同致します。
2019年6月、「手話言語法案」と「視聴覚障害者等の意思疎通等のための手段
の確保の促進に関する法律案」（情報コミュニケーション法案）を立憲民主
党をはじめとする野党共同で提出しました。
すでに地方自治体で手話言語条例が成立しており、国会での法制定が急がれ
ます。

-

○今年7月に応援させていただいた聴覚障害をもつ斉藤里恵さんが東
京都議会議員に当選されました。
先日議会で初質問の際に活音声読み上げソフトを活用しておられまし
た。
地方議会活動はもとより国会でも新たな動きが始まっております。
手話言語の習得を容易にし、AIなどの機器を活用し、社会参画の可能
性を拡げるために活動してゆきたいと思っております。
特に教育が大切ですので、障害のあるなしにかかわらず、希望する子
供たちが学び合える環境を作るように取り組んでまいります。

12区 立憲民主党
かわはらだ英世
（川原田英世）

はい 早期に議員立法として国会へ提出すべきです。 -
福祉用具の無償提供、器具の開発支援を推進したい。義務教育に、よ
り加えるべき。

12区 日本共産党 菅原　誠 はい
早期の成立に向け制定を求めるみなさんと運動をすすめると共に、関連する
分野伝対策・環境整備をすすめます

-
コロナ禍で、これまでの施策・制度等と現実とのかい離もあるのでは
ないかと思います。まずは、当事者のみなさんの感じていること、要
望などをきちんとお伺いすることから始めます。

12区 自民党
武部あらた
（武部新）

わから
ない

-

障害のある方も、ハンディキャップのある方も活躍できる社会、一億
総活躍社会の構築に今後も取り組む所存です。その中で必要な法改正
にも着手します。


