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１．障害者総合支援法について 

 障害者福祉は利用者負担なしで、全国共通の仕組みを作るべきだと思います。この度、成立した障害

者総合支援法には「視聴覚障害者の意思疎通支援事業」が含まれましたが、地域間格差や不十分な予算

措置等の問題は依然として残ったままです。障害者総合支援法は施行後 3 年以内に検討事項と附帯決議

の具体化を決めています。 

 今後の障害者総合支援法の見直しや拡充に対するご見解をお聞かせください。 

 

（三重１区） 

【政党：日本共産党 氏名：岡野恵美】 

  障害者総合支援法は、障害者自立支援法の実質的な延命策だと思います。抜本的に見直し、訴訟団

と国の基本合意や総合福祉部会の「骨格提言」にそって、障害者総合福祉法を実現します。憲法の生

存権の理念からも、障害者医療や福祉を無料にすることは当然です。障害者の予算を増やし、地域間

の格差をなくし、全国どこにいても共通の福祉をうけられることは当然だと思います。 

（三重２区） 

【政党：日本共産党 氏名：中野たけし】 

  訴訟団との「基本合意」に基づき障害者参加を徹底的に貫き、憲法、障害者権利条約の趣旨にそっ

た難病・慢性疾患を持つ人、発達障害、高次脳機能障害をはじめとするすべての障害者を対象とした

もの、障害者を権利の主体とする法律を実現することが必要です。憲法２５条の生存権の理念に照ら

し、世界の障害者福祉にも例のない利用者負担はやめるべきです。「応益負担」を撤廃し、障害者福

祉・医療は無料にすること。自立支援法の実質的な延命を許さず、新しい総合福祉法の実現が必要で

す。 

（三重３区） 

【政党：日本共産党 氏名：かまい敏行】 

  抜本的に見直し、基本合意や「骨格提言」にそった障害者総合福祉法を実現します。障害者予算を

抜本的に引きあげ、障害者の福祉や医療を無料にするなどを実行します。 

【政党：自由民主党 氏名：桜井宏】 

 運用の状態を調査し、今後検討します。 

（三重４区） 

【政党：日本共産党 氏名：中川民英】 

障害者総合支援法は自立支援法とほとんど内容が変わらず、抜本的な見直しが必要と考えます。 

「基本合意」や「骨格提言」にそって障害者総合福祉法を実現します。 

福祉・医療の｢応益負担｣を撤廃し、障害者福祉・医療を無料化します。 

地域間格差を解消するため、全国共通の仕組みをつくり、障がい者予算を抜本的に引き上げます。 

（三重５区） 

【政党：日本共産党 氏名：内藤弘一】 

同法は抜本的に見直し、基本合意や「骨格提言」にそった障害者総合福祉法を実現します。障害者

の福祉や医療を無料にすることは当然です。障害者予算を抜本的に引き上げ、地域間格差をなくした

全国共通のしくみをつくります。 

 

 

２．市町村等のコミュニケーション支援事業について 

市町村では、手話通訳者、要約筆記者の派遣事業が必須事業とされていますが、派遣条件（利用条件）

が自治体で異なる現状では、身体障害者手帳を持たない聴覚障害者、聴覚に障害のあるものと意思疎通



の必要のあるものなど誰でもが自由に利用できる制度には至っておりません。また盲ろう者に対する通

訳・介助者の養成、派遣事業が都道府県でも必須化されていません。 

同じ国民でありながら、居住する市町村によって受けるコミュニケーション支援の範囲や内容が異な

ってしまう現状について、どのようなご見解をお持ちですか。 

 

（三重１区） 

【政党：日本共産党 氏名：岡野恵美】 

  聴覚障害者にとって、全国どこにいても共通のコミュニケーション支援が受けられることは、基本

的なことだと思います。地域間格差が生ずることは、国の予算が少ないため、地域の財政力によって

アンバランスが生ずることだと思います。国は、身体障害者手帳の有無にかかわらず誰もが利用でき

る制度にすべきだと考えます。 

（三重２区） 

【政党：日本共産党 氏名：中野たけし】 

  障がいを持っている人も健常者と同じような生活ができることをめざした施策の拡充が必要です。 

ご質問の支援事業について全国どこでも同じサービスが受けられるようにする為には、国の制度とし

て財政措置もとり、各県・市町村で目標値も決めて施策の拡充が図られるようにする必要があると考

えます。 

（三重３区） 

【政党：日本共産党 氏名：かまい敏行】 

  コミュニケーション支援はなくてはならないものです。自治体間格差をなくし、身体障害者手帳を

所持しない人も含めて、必要とされる人が使える包括的な支援となるよう、国が十分に予算を配分す

べきです。 

【政党：自由民主党 氏名：桜井宏】 

最低限は法的に保証し、それを上回る水準については、各市町村の状況による判断に委ねる。 

（三重４区） 

【政党：日本共産党 氏名：中川民英】 

コミュニケーション支援は、聴覚障がい者にとって最低限必要な基本的支援です。 

国が地域生活支援事業の予算を抑えていることによって、自治体の裁量に任され、地域格差が生じ

ていることは重大な問題と考えます。 

「必要とされる人がいつでも使える支援」となるように予算確保すべきです。 

（三重５区） 

【政党：日本共産党 氏名：内藤弘一】 

  コミュニケーション支援は聴覚障害者にとってなくてはならない基本的な支援です。国が予算をお

さえていることから、自治体の裁量による自治体間格差が生まれてしまうことは大きな問題です。必

要とされる人が使える包括的な支援となるよう、国は十分に予算を配分すべきです。 

 

 

３．意思疎通支援従事者（手話通訳者等）派遣事業で、派遣の連絡調整業務を遂行するコーディネータ

ーの役割は非常に大きなものがありますが、この設置が義務化されていないこと、専門性の高い意思疎

通支援従事者および派遣コーディネーターが市町村、都道府県で身分保障の根幹となる報酬が保障され

ていない現状をどうお考えですか。 

（三重１区） 

【政党：日本共産党 氏名：岡野恵美】 

意思疎通支援従事者や派遣コーディネーターは、高い専門性を求められ、聴覚障害者の生活と権利



を守ります。設置を義務化し、専門性が高く役割が大きいことにふさわしい報酬を保障すべきだと思

います 

（三重２区） 

【政党：日本共産党 氏名：中野たけし】 

  必要な人員は、公務員・またはそれに順する待遇で正規雇用にし、専門性を生かして継続的に事業

ができるようにする必要があると考えます。 

（三重３区） 

【政党：日本共産党 氏名：かまい敏行】 

  設置を義務化し、専門性が高く役割が大きいことにふさわしい報酬を保障すべきです。 

【政党：自由民主党 氏名：桜井宏】 

適正化を調査の上、検討すべきだ。 

（三重４区） 

【政党：日本共産党 氏名：中川民英】 

意志疎通支援従業員や派遣コーディネーターの設置は義務化が必要です。 

またその高い専門性、重要性、業務に見合った報酬を保障すべきです。 

（三重５区） 

【政党：日本共産党 氏名：内藤弘一】 

  意思疎通支援従事者や派遣コーディネーターは設置を義務化し、専門性が高く役割が大きいことに

ふさわしく報酬を保障すべきです。 

 

 

４．行政機関では、聴覚障害者が自分の希望するコミュニケーション手段を使ってのサービスの提供を

受けるに至っていない現状があります。国民である以上、障害の有無にかかわらず行政のサービスを受

けられるべきであり、それを提供する義務が行政機関にはあると考えます。例えば、情報アクセスのバ

リア解消のため、都道府県市町村の福祉事務所等に手話で相談できるケースワーカー等の相談員の配置

や地方自治体の窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員の配置等を推進する必要があると

思います。行政機関におけるアクセシブルな情報提供について、どのようなご見解をお持ちですか。 

 

（三重１区） 

【政党：日本共産党 氏名：岡野恵美】 

  障害の有無にかかわらず、行政サービスの提供を受けられるようにすることは当然です。ところが

そうなっていないのが現状です。そのためにも、行政機関が先頭にたってアクセシブルな情報提供を

行うことは当然のことです。 

（三重２区） 

【政党：日本共産党 氏名：中野たけし】 

  行政機関において、障害の有無にかかわらず必要なサービスが受けられるような条件整備を障害者

のみなさんの要望を踏まえて拡充していくことが必要です。地方自治体は、国の施策により一貫して

職員削減が進められており、こうした国の施策を転換して、住民サービスを行う上で必要な人員を、

国として財政保障をして確保することが必要です。その上で、手話のできる職員の養成や人員配置を

進めていくことが必要だと考えています。 

（三重３区） 

【政党：日本共産党 氏名：かまい敏行】 

  ケースワーカーの配置や地方自治体の窓口における筆談対応の職員研修、手話のできる職員配置な

ど、いずれも不可欠な行政機関の情報提供です。行政機関がアクセシブルな情報提供をおこなうこと



は当然実施されるべきことです。 

【政党：自由民主党 氏名：桜井宏】 

推進すべきと考える。 

（三重４区） 

【政党：日本共産党 氏名：中川民英】 

行政機関がアクセシブルな情報の提供は当然のことであり、実施されるべきです。 

（三重５区） 

【政党：日本共産党 氏名：内藤弘一】 

  福祉事務所などに手話で相談できるケースワーカー等の相談配置や地方自治体の窓口における筆談

対応の職員研修、手話のできる職員配置など、いずれも不可欠なことです。アクセシブルな情報の提

供をおこなうことは当然のことです。 

 

 

５．政見放送への手話通訳、字幕の挿入の義務化、選挙時の情報保障について 

 5-1）次回の参議院選挙比例代表に字幕付与の方針であるものの、現在は公職選挙法により、総選挙比

例代表区、参議院選挙区は字幕付与もなく、総選挙小選挙区には字幕付与も手話通訳も政党持込みビデ

オで政党の任意に任されています。なお、知事選挙には、手話通訳の付与は実現しておりますが、字幕

がありません。 

 国民でありながら候補者を選ぶ権利、参政権を行使するための情報の入手が制限されている状況を、

貴党はどのようにお考えか、見解をお聞かせ下さい。 

 5-2）また、このたびの選挙において、政見放送、個人演説会、選挙公報など政見を訴える場面におい

て、手話通訳、字幕、要約筆記、盲ろう者向け通訳・介助等の聴覚障害者・盲ろう者に対する情報保障

を実施されますか？ 

 

5-1）について 

（三重１区） 

【政党：日本共産党 氏名：岡野恵美】 

  候補者を選ぶ権利や参政権を行使するための情報の入手の制限は、憲法違反だと考えます。公職選

挙法の改正をすべきです。 

（三重２区） 

【政党：日本共産党 氏名：中野たけし】 

  障害者の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付けるとともに、選挙公報

などの改善、在宅投票制度の拡充、投票所の整備を進める必要があると考えます。また、障害者など

に成年後見人がつくと失われてしまう投票の権利などを見直します。 

（三重３区） 

【政党：日本共産党 氏名：かまい敏行】 

  候補者を選ぶ権利や参政権を行使するための情報入手の制限は許されません。参政権などの保障は

当然だと考えます。 

【政党：自由民主党 氏名：桜井宏】 

適正な方法を考えるべきである。 

（三重４区） 

【政党：日本共産党 氏名：中川民英】 

聴覚障がい者が政党や候補者の情報を入手できない事は、憲法に反する事態です。 

早急に公職選挙法を改正し、参政権の保障をすべきです。 



（三重５区） 

【政党：日本共産党 氏名：内藤弘一】 

  情報入手の制限は憲法に反する事態です。早急に公職選挙法を改正するべきです。 

5-2）について 

【三重１区】 

（政党：日本共産党 氏名：岡野恵美） 

  日本共産党では、本部の責任で手話通訳と字幕の付与を実施しています。 

（三重２区） 

【政党：日本共産党 氏名：中野たけし】 

  政見放送については、中央委員会が作成することから、それにのっとった方法で作成します。小集

会を予定しています。お誘い活動で、事前にほぼ参加者の様子が把握できますので、場所に応じた対

応をしていきたいと考えています。 

（三重３区） 

【政党：日本共産党 氏名：かまい敏行】 

  総選挙区の持ち込みビデオは、日本共産党本部が責任をもって手話通訳と字幕の付与を実施してい

ます。 

【政党：自由民主党 氏名：桜井宏】 

実施したいが、十分な予算が確保できない。 

（三重４区） 

【政党：日本共産党 氏名：中川民英】 

日本共産党は、全国の総選挙小選挙区の持ち込みビデオに手話通訳と字幕を付与しています。 

（三重５区） 

【政党：日本共産党 氏名：内藤弘一】 

  全国の総選挙区の持ち込みビデオにおいて、日本共産党本部が責任をもって手話通訳と字幕の付与

を実施しています。 

 

 

６．障害者差別禁止法について 

現在、障害者差別禁止法の制定についての「差別禁止部会」の提言が出されています。提言では、社

会の理解を深めるために「差別」の定義と身近な調停・相談機関の設置など紛争解決の仕組みが必要と

しています。「合理的配慮の不提供」や「不均等待遇」を差別とするよう求めています。 

障害者差別禁止法の制定についてご見解をお聞かせください。 

 

【三重１区】 

（政党：日本共産党 氏名：岡野恵美） 

  障害者権利条約の批准を進める上で、実効ある障害者差別禁止法の制定が不可欠です。 

  総合支援法では、総合福祉部会による骨格提言がほとんど反映されず、当事者の怒りを呼んだとの

ことです。そうしたことをくりかえすことなく、差別禁止部会がまとめた「意見書」にもとづいた法

案が提出されるよう求めます 

（三重２区） 

【政党：日本共産党 氏名：中野たけし】 

  障害者権利条約で示された障害者の人権を尊重し、条約に沿った形で国が国内施策を行う義務があ

ることを法律で明確にする必要があります。制度の隙間、谷間のない障害の定義、合理的配慮を提供

しないことが差別であることを含む差別の定義などを盛り込んだ内容にする必要があると考えます。 



（三重３区） 

【政党：日本共産党 氏名：かまい敏行】 

  実効性のある障害者差別禁止法の制定が不可欠です。差別禁止部会がまとめた「意見書」にもとず

いた法案が提出される法案が提出されるよう求めます。 

【政党：自由民主党 氏名：桜井宏】 

検討に値すると考える。 

（三重４区） 

【政党：日本共産党 氏名：中川民英】 

差別禁止部会のまとめた「意見書」にそった法案提出を求めます。 

障害者権利条約の批准を進める上で実効性のある障害者差別禁止法の制定が不可欠です。 

（三重５区） 

【政党：日本共産党 氏名：内藤弘一】 

  障害者権利条約の批准をすすめる上で、実効性のある障害者差別禁止法の制定が不可欠です。差別

禁止部会がまとめた「意見書」にもとずいた法案が提出されるよう求めます。 

 

 

７．情報・コミュニケーションを保障する法律・制度の必要性について 

 障害者福祉以外に医療、福祉全般、教育、司法、就労、放送・通信など社会のあらゆる分野で障害者

の情報アクセスやコミュニケーションを保障する法制度は、聴覚障害者の生命や社会参加を保障すると

いう重要性にも関わらず、確立していません。聴覚障害者のみならず他の障害者を含めた全国民に必要

な仕組みとして情報アクセス・コミュニケーション保障を定めた法律が必要であると考えます。 

このことについて、どのようにお考えか見解をお聞かせください。 

 

【三重１区】 

（政党：日本共産党 氏名：岡野恵美） 

  東日本大震災では聴覚障害者は「警報・原発の情報がわからない」「テレビの報道での聴覚障害者

に対する配慮が不十分」ということを聞きました。障害者権利条約第２１条「表現および意見の自由

ならびに情報の利用の機会」や、さきの障害者基本法改正による付帯決議の「情報アクセス・コミュ

ニケーションについて検討を加え、その結果に基づいて法制度の整備その他必要な措置を講ずること」

と記載されていることからも、情報アクセス・コミュニケーションを保障する法律は必要です。 

 

（三重２区） 

【政党：日本共産党 氏名：中野たけし】 

  障害者権利条約に沿った形で、国が国内施策を行うことが必要です。障害者の要望、実態に沿った

施策を行い、必要な制度確立を進めていく必要があると考えます。 

（三重３区） 

【政党：日本共産党 氏名：かまい敏行】 

 さきの障害者基本法改正による付帯決議の「法制度の整備その他必要な措置を講ずること」が記載

されていることからも、情報アクセス・コミュニケーションを保障する法律は必要です。 

【政党：自由民主党 氏名：桜井宏】 

各種情報ツールを活用し、それを生かした法律を検討する。 

（三重４区） 

【政党：日本共産党 氏名：中川民英】 

災害時など直接生命にかかわる問題であり、情報アクセス・コミュニケーション保障の法制度と支



援制度の確立は確実に実現していかなければならない課題と考えます。 

（三重５区） 

【政党：日本共産党 氏名：内藤弘一】 

  障害者権利条約第２１条「表現および意見の自由ならびに情報の利用の機会」や、さきの障害者基

本法改正による付帯決議の「情報アクセス・コミュニケーションについて検討を加え、その結果に基

づいて法制度の整備その他必要な措置を講ずること」が記載されていることからも、情報アクセス・

コミュニケーションを保障する法律は必要です。 

 

 

８．その他 

 障害者施策について、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。 

 

【三重１区】 

（政党：日本共産党 氏名：岡野恵美） 

  障害者権利条約の批准ができるように、遅れている日本の障害者の実態を改善しなければならない

と思います。「基本合意」、「骨格提言」にもとづく障害者総合福祉法の制定が必要です。 

 私の娘も脊髄損傷の障害者です。また、高齢になればだれもが障害者になるわけであり、すべての人

の問題として障害者施策を考えなければならないと思います。応益負担をなくし、福祉や医療を無料

にすることが必要だと思います。とりわけ三重県では、福祉医療費の窓口無料すらできていません。

国の制度としても窓口無料も推進すべきだと思います。 

（三重２区） 

【政党：日本共産党 氏名：中野たけし】 

  すべての障害者の働く権利を守りたいと考えます。法定雇用率の引き上げと、雇用の厳守を徹底す

ること。症状や障害が進行しても働き続けられるように通院や病気休暇の保障。職業訓練や資格取得

の支援制度の拡充をすすめます。一般就労が困難な人の為に、ヨーロッパ諸国で実施されているよう

な保護雇用制度を創設し、所得保障を行えるようにしていきたいと考えています。 

（三重３区） 

【政党：日本共産党 氏名：かまい敏行】 

  「基本合意」「骨格提言」にもとずく障害者総合福祉法を制定する。応益負担はなくし、福祉や医

療を無料にして、障害者のくらしと権利をまもります。 

【政党：自由民主党 氏名：桜井宏】 

歩行困難者がスムーズにアクセスできるインフラを整備する。 

（三重４区） 

【政党：日本共産党 氏名：中川民英】 

総合福祉部会の骨格提言にそった、障害者総合福祉法の実現を第一に、「応益負担」は根本的に撤廃

し、福祉や医療の無料化をはかります 

家族に障害をもつ者がいます、連帯して障がい者のくらしと権利をまもる運動をすすめます。 

（三重５区） 

【政党：日本共産党 氏名：内藤弘一】 

  障害者権利条約の批准をすすめるためにも、「基本合意」、「骨格提言」にもとずく障害者総合福

祉法を制定することです。応益負担をなくし、障害者のくらしと権利をまもります。 

 

 


