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第４回石狩市手話に関する基本条例見直し検討会議事録【全文筆記】 

 

日 時：平成2８年８月３１日（水）18：30～20：４0  

場 所：石狩市総合保健福祉センターりんくる 視聴覚室 

出席者 次のとおり 

                                 敬称略 

委  員 

役 職 氏 名 出 欠 役 職 氏 名 出 欠 

会長 荒木 広式 出席 委員 松本 利香 出席 

委員 伊井 義人 出席 委員 加藤 丈明 出席 

委員 佐藤 英治 出席 委員 町田 あゆみ 出席 

委員 杉本 五郎 出席 委員 生田 政志 出席 

委員 舘浦 睦美 出席 委員 棟方 加代子 出席 

委員 玉手 千晶 出席    

事

務

局

 

所 属 氏 名 

石狩市保健福祉部長 三国 義達 

石狩市保健福祉部障がい支援課課長 石倉 衛 

石狩市保健福祉部障がい支援課主査 鈴木 昌裕 

石狩市保健福祉部障がい支援課主任 坂下 和広 

石狩市専任手話通訳者 丸山 亜紀 

石狩市専任手話通訳者 今村 美保 

傍聴者３名 

 

 

会議次第 

 １ 前回の振返り 

２ 出席状況報告及び資料確認 

２ 条例の見直し等について 

  (1) 条例や施策推進方針に位置づけをして、取組むべき施策や事業に 

ついて 

  (2) 条例見直しの視点について 

３ 提言書について 

  提言書のまとめ方についての意見交換 
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開 会 

【事務局鈴木】  それでは、時間になりましたので、始めたいと思います。 

第４回石狩市手話に関する基本条例見直し検討会を始めたいと思います。 

委員の皆様、雨降りの中、お集まりいただきありがとうございます。本日も議論

の方、よろしくお願いいたします。では会長の方から、前回の振り返り及び本日

の予定ということでお話の方をお願いいたします。 

 

１ 前回の振り返り 

【荒木会長】  皆様こんばんは。では、第４回、石狩市手話に関する基本条例見直し検討

会を開催いたしたいと思います。本日は本当に、台風一過ということですけ

れども、何かと忙しい中、本当にご苦労様でございます。よろしくお願いし

たいと思います。 

 前回、第３回目ですけれども、活発なご議論ありがとうございました。主

に４点について議論したというふうに思います。 

 「手話は言語である」そのことについての議論。２点目については、「聞

こえない子どもの手話に触れる機会」について。３点目としては、手話条例

の見直し。４点目としては、委員の皆様からそれぞれご自由な意見を出して

いただきました。 

 後で、事務局の方からも説明があると思いますが、お手元に資料がありま

すが、第３回目の検討会の発言の論点整理ということで、事務局の方で大変

よくまとめていただきました。この中で、項目としては「条例の見直しに関

して」それと「施策等の具体的な取り組みについて」「全般的な見直しの流

れ」「具体的にはどんな風な見直しの観点があるのか」、特に「学校教育につ

いて」の重要性から条文に掲載するのかどうか、あるいは条例に関する施策

等の具体的な取り組みについては、手話それからろう者に触れる機会作りを

もっと設けた方がいいのではいのか、学校教育だけではなくて、幅広い意味

の中で設けた方が良いのか、それから、手話に関して活動の拠点作りをもっ

と位置づけた方がいいのではないか、それから学校の取り組みについても、

石狩大変一生懸命全体的に取り組んでいるけれども、ある地区では少し温度

差があるのではないか、というご意見もありました。 
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 それから、全市町村で、全国で初めて石狩がスタートを切ったわけですけ

れども、まだ市民の中では若干知られていない方もいらっしゃるのではない

かというようなご意見もあったというふうに思っています。 

 さまざまなご意見がありましたけれども、今日は第４回目ということで、

そろそろ具体的な改善の方向と言いますか、その辺の意見もまとめていきた

いなと思っています。活発なフリートーキングで意見を出していただくこと

を今日は願っておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 じゃ事務局の方で、今日の出席状況、それから資料の確認、よろしくお願

いしたいというふうに思います。 

 

２ 報告・資料確認 

【事務局鈴木】 それでは引き続き私の方から、委員の出席状況、報告します。本日、委員

全員出席という形で、会の方開催しております。 

 続きまして、配布の資料、それに対する補足の説明ということで、これか

ら１０分程度私の方から、お話をさせていただきます。 

 前回、前々回ということで、第２回、第３回の検討会議事録というものを

事前に郵送させていただきました。その中で出席者の有無という欄があるの

ですけれども、杉本委員の名前が漏れていまして、大変ご本人にも失礼いた

しました。申し訳ありませんでした。お詫びして訂正いたします。 

【佐藤委員】  「名前ないから、帰るぞ」と言っております。 

【事務局鈴木】 はい、続きまして、第２回の検討会の発言・論点整理ということで、こち

らにつきましては「手話出前授業に関して」と「手話やろう者に触れ合う機

会に関して」ということで、本日の施策の議論にも繋がってくることもある

と思いまして、改めて論点整理をしました。 

 次に、第３回検討会における論点整理ということで、大きく分けまして２

つ、「条例見直しに関して」が１つ、もう１つが「施策等の具体的な取り組

みに関すること」ということで、皆様の発言について、項目ごとに分けて論

点整理をさせていただきました。 

 続きまして、手話関連資料ということで、前回の検討会で手話に関する予

算、若しくは各種データについてまとめたものを送って欲しいということで、

事前に委員の皆様に配付をさせていただいています。 

 続きまして、本日の追加資料になるのですけれども、一番後の方にあると
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思うのですけれども、「石狩市手話出前講座運営委員会について」というこ

とで A4 横ですね、出前講座運営委員会についてまとめたものを追加という

ことで、資料を提出しています。これにつきましては、これまで出前講座に

ついて、石狩は講座が進んでいるので、さらに取り組みをして欲しいという

ような意見もこれまでありましたけれども、改めてどういう組織、どういう

内容で行われているかということを皆さんに知っていただくために追加資

料として配付しております。 

 次、最後になります、本日、手話基本条例施策の推進方針に基づいて、具

体的な施策等の意見提言などをしていく形になると思いますので、改めて、

第１回目にも配布しておりますけれども皆様に「条例」「施策の推進方針」

もう１つ、A４横になります「手話基本条例に定める推進方針による取り組

み」という、この、こちらも第１回目の提供資料ということで配付させてい

ただいたのですけれども、改めてここで、条例･施策の推進方針に基づいて

どのようなやり方をしてきたのかという事について、この資料を使ってお話

をさせていただきたいと思います。 

 現在の条例におきまして、第５条において、「施策の推進方針を策定する」

ということを決めていまして、それに基づいて、施策の推進方針というもの

を策定しております。条例の中では、施策の推進方針において３つの事項に

ついて定めるということを規定しております。 

 １つが、手話の普及に関すること。２つ目が、手話による情報取得及び手

話の使いやすい環境づくりに関すること。３つ目に、手話による意思疎通支

援の拡充に関する事項ということを決めています。 

 続きまして、横、A4 横の「手話基本条例に定める推進方針による取り組

み」という資料を見ていただきたいのですけれども、こちら見方としまして

は、一番左の項目が条例に掲げている事項を記載しております。そして真ん

中に推進施策。施策の推進方針において、推進するというふうに決めている

施策。そして右側が実際に取り組んだ内容ということになっております。 

ここで皆様にお伝えしたいこととしましては、施策の推進方針に決めた推

進施策に基づいて、それを実際、施策として実施するためには予算の確保等

も必要な事業が多いことから、毎年、市ではそれを内容の検討、予算化とい

うものをして取り組んできたという状況であります。今後この施策について、

やはり推進する施策というもので位置づけた上で、今後取り組んでいくとい
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うような形になると思いますので、本日の議論の中で、改めて今現状の施策

の推進方針に定めている施策が内容としてどうなのか、そしてこれまでの検

討会の議論、皆様の視点の中で新たに取り組むべき施策ということで本日意

見提言等いただければ、ということを考えています。資料につきましては、

私の説明は以上になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

【荒木会長】  はい、ありがとうございました。今日いただいた資料ですが、大変それぞ

れ振り返って重要な資料だと思います。まず「基本条例」ですね、私どもは

検討会をやっていますけれども、みなさんこれ熟読されましたでしょうか。

第１条から第７条ということで条数は少ないですけれども、この中にエッセ

ンスが詰まっていますので、一応この見直しということで見直しをするかど

うか、あるいは項目を精査するかどうか、あるいは付加するのかどうか、そ

の辺については色々議論も出ていましたので、後でもう一度、全員でちょっ

としっかり目を通して読んでみたいというふうに思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 それから施策の推進方針の資料ですけれども、これも基本条例に基づいて

これもきちっと付加するものだと思います。これも大変重要なものだと思い

ます。 

 それから最後に鈴木さんの方から説明がありましたけれども、「推進方針

の取り組み」ですね。これも具体的に条例の中では第５条の中で位置づけら

れていますが、具体的な推進方法、方針といいますか、それがここで謳われ

ていることになっています。これもまた、確認していきたいとそんなふうに

思います。 

 それに入る前に、資料をいただいておりますけれども、前回加藤委員の方

から予算等で何か資料をいただきたいということで、事務局の方から、資料

をいただいていますよね、事前に。ちょっと皆さんこれをご覧いただいて、

ちょっと事務局の方から簡単にご説明いただけますか。それに基づいて何か

ご質問があれば、聞いていきたいと、そんなふうに思います。 

【事務局鈴木】 では順番に資料の説明をいたします。 

         今まで手話の条例ということで聞こえない人ということで、聴覚障害とい

う視点では皆さんとらえず議論してきたのですけれども、障害の区分とい

う視点でいきますと、各等級というものが身体障害者福祉法に定められる、

という内容が２ページ。続きまして３ページでは、等級に合わせて実際の
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日常生活で聞こえる程度がどういうものなのかっていうものを示したのが

障害の程度というものです。４ページ、実際それでは、石狩市内に聴覚障

がいの方がどれくらいいるのかということで、全体の総数でいきますと今

年の４月１日現在で３０２名という人数になります。続きまして５ページ。

各等級及び年齢ごとの一覧になっているものが５ページになります。続き

まして６ページ。法律に基づいて、手話通訳者･要約筆記者を派遣するとい

うことを石狩市でもやっているのですけれども、その概要について載せて

います。７ページ８ページ。手話通訳の派遣件数の推移ということで平成

２３年度から２７年度の推移ということで件数的な数値を表しております。

こちらの平成２５年度から２６年度まで、手話通訳の派遣件数がかなり、

３００件以上増えているというような状況は、これは手話条例が２６年の

４月１日からスタートしまして、出前講座・出前授業が行われているとい

うことが数字によって、これだけ数字が伸びているという風な状況になっ

ております。９ページ。石狩市の手話通訳者、要約筆記者の人数というこ

とで、専任手話通訳者が３名、登録手話通訳者が７名、要約筆記者が５名

となっています。続きまして１０ページ。手話に関する開催講座というこ

とで、「初級手話講習会」「手話通訳者養成講座」「手話指導者養成講座」と

いうことで、３つの講座について市が開催している概要について載せてお

ります。最後１１ページ。手話関連予算ということで、平成２５年度から

２８年度までの予算の推移というものを掲載しております。上の数字、年

間予算額については総体の全ての予算を含めたものになっておりまして、

前回、人件費を除いた施策の取組んでいる数値も知りたいということで、

人件費を除いた予算額というものも下の欄に記載しております。２６年４

月から手話条例がスタートして、人件費を除いた額でいきますと、平成２

５年度７７万から５４０万ちょっとということで、やはり条例ができたこ

とによって予算も増えていますし、実際２６年度取り組んできた内容とし

ましては、普及、啓発というものを初年度ということで力を入れて行いま

して、リーフレットの作成、後は動画配信による石狩手話教室というもの

を作成したり、あとは手話出前講座というものもこの年から始まりました。

また、ろう者にとって日常生活を少しでも不便をなくすということで、初

年度、電話リレーサービスというサービスも始めてきました。次に平成２

７年度は、手話出前講座というものをさらに充実した形で金額が増えてい
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るものと、もう１つ手話イベントというもので、市民が中心になって実行

委員会というものを作りまして「手話フェスタ」というイベントが２７年

度から始まったということ、あと２年目ということで、学校の出前授業が

始まった中で、副教材というものを作って欲しいという要望を受けまして、

２７年度に作製をしております。今年２８年度の予算につきましては、あ

る程度その普及啓発という形でいきますと、リーフレット等を作製してと

いう形で、一定程度２６･２７という形で落ち着いてきていますので、２８

年度については、手話通訳者の資質をどうやって向上させていくのかとい

う部分の観点であったりとか、今ある出前講座を確実に実施していくとい

う形で、平成２７年度に比べますと若干予算は減になっておりますけども、

取り組み自体はやはり２６年度、条例ができたことによってこれだけ実際

予算を確保しながら施策としても進めてきているという状況になっており

ます。概要としては以上になります。 

 

【荒木会長】  はい、ありがとうございました。 

        本当にきめ細かな貴重な資料に感謝いたします。 

        委員の皆さんはどうでしょうか。資料をご覧になってご質問･ご意見ござ

いますか? はい、佐藤委員どうぞ。 

【佐藤委員】  身障者手帳を持っている人は全体で３０２名ですけども、若い方が少ない

ですよね。問題は２つあります。 

 １つ目の問題は、この数の中で手話を使う方は何名位いらっしゃいます

か?手話を使っていない方の状況はどうなのか。北海道の場合は、１万５千

人位の手帳保持者がいます。その中に手話人口は５千人位と言われています。

石狩市の場合はどうなのでしょうか。すぐわからないとは思いますが、それ

が１つ目の問題だと思います。 

        ２つ目は、あくまでも手帳保持者ですよね。実際に手帳をもらえない方が

いらっしゃると思います。聞こえないけれども条件が厳しくて手帳をもらえ

ない方がかなりいるのではないでしょうか。これはどこかで調べる方法はな

いのかと思って、インターネットで想像をたくましくして、私は、日本補聴

器協会というものがありますので、そこで数字が出たのですよ。つまり補聴

器を作っている会社があって、年間どのくらいの補聴器を作っているのか、

そしてそれを調べてみると、約３０万台の補聴器を作っている。つまり３０
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万台作っている中に手帳保持者も当然入っていると思います。実際手帳を持

っていない方の補聴器を使っている方がかなりいるのではないかと思いま

す。それはろう者の相対の中にもカウントされない、また一般社会の中にい

ても大変苦労をされている方もいらっしゃると思います。だから全国各地で

「手話条例」、国では「手話言語法」を作るということはそういう人たち、

手帳を持っていない人たちに手を差し伸べることも必要だと思っています

し、今回手話条例ができたところでは、今までの手話人口よりも１割多く関

わる人が増えるのではないか、というのが全日本ろうあ連盟の考え方です。 

        ろう者の場合は、他の障害と比べてわかりませんよね。視力障害者の場合

は見てすぐにわかる。手足の不自由な方もすぐわかる。ろう者の場合は見て

わからないですよね。なかなかつかめない状況にあると思います。 

        私は先月、北海道ろうあ連盟の事務局にいた時に中年の立派な会社の社長

さんのような方が北海道ろうあ連盟に入ってきました。「何しに来たのでし

ょうか」と話をしたのですが、こちらの方を振り返らなかったのです。声を

かけたのですが振り返らないので肩をたたいたら、聞こえないということが

確認されました。話を聞いたら、実は最近耳が遠くなってきたということで

した。会社の社長を務めていますが、仕事は教育関係、会社･企業の中に教

育をする、講座のようなものを担当している会社の社長でした。耳が遠くな

ってきたのでお客さんが来なくなったという話をされました。大変困ってい

ると言っていました。たまたま北海道ろうあ連盟の建物が近く、時間があっ

たので寄っていただいた。もしかして手話を覚えたらお客さんが戻ってくれ

るかなという考えがあって、そういうたわいのない話をさせていただきまし

たが、結局コミュニケーションの方法であれば、例えば杉本さんが通訳を置

いて通訳を通して何とかコミュニケーションをとったとしたら、それであれ

ば通訳を介するよりも手話を覚えた方が早いですよね。そういう苦労をされ

ている方がかなりいるのではないでしょうか。もっと本格的に考えなければ

いけないと感じています。 

        それともう１つは、学校で手話を教えるのとは別に、一度手話サークルに

入ってある程度手話を身につけて、事情があってそこから離れている方もた

くさんいらっしゃると思います。一度離れた方がしばらくして、何かの機会

にサークルに戻ってくることもある。７月に実際、帯広市に行ったのです。

帯広の副市長に会いました。そうしたら副市長が、「実は私は昔２０何年前
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に手話サークルに入っていた」という話をされました。今は忙しいのでサー

クルには行っていませんが、その頃に覚えた手話は完全ではないですけども

ある程度は覚えている。思い出しながら手話を使っていらっしゃいます。ま

たこの前は、道庁の新しい課長さんと会いました時に、「私も３０年前は網

走の手話サークルに通っていました」と話をされました。何かの機会に戻っ

てきた、サークルに入る、ということは珍しくないということです。ですか

ら、小学校･中学校の生徒に教える、ある程度身につけてもらう、すると学

校を卒業しても学生の時代に学んだものは将来生きてくることもあると思

います。短期間だけで考えるのではなく、長い人生の中で手話との関わりを

考えていく、その方がいいのではないかと思います。 

        石狩市は条例がスタートしてまだ２年半ですよね。前の検討会の時にも言

いましたが、２年半で総括するのはどうなのだろうか。気が早いような気も

しますし、全国の状況を調べてみたら、一つ参考になる所があったのです、

それは神奈川県の話です。５か年計画というのを出しています。今年からス

タートして５年間の計画です。一般的に考えれば５年、長くても１０年が限

度だと思いますが、２年半でまとめるのはなかなか難しいのではないでしょ

うか。やらなければならないこともあると思います。小学校の南、南の範囲

は終わっている。いや、南ではなく、北の地区は終わっていますよね。南の

地区については、市内、南も含めて市内の学校に含めていく。というのは継

続してやるべきですよね。 

        それと生田先生の高校で「手話語」の授業の影響は大きいですよ。鳥取県

は来年から「手話語」と同じではまずい、名前を変えようかとの話がある、

「手話コミュニケーション科」を起こそう考えになっています。全部の高校

がするのは難しいですが、試験的にどこかの高校を１つ決めてスタートする。

カリキュラムの内容はこれから。私も昨日、鳥取の事務局長にお会いしまし

た。カリキュラムの内容はどうかと聞いたら、まだ決まっていないとおっし

ゃっていました。「手話コミュニケーション科」を置くことにしたそうです。

ですから生田先生、これからはそういう学校が増えると思います。 

【荒木会長】  はい、ありがとうございました。 

        ４ページの資料に関わってずいぶんいろんなご意見が広がっていきまし

たありがとうございました。 

        佐藤委員がおっしゃったように、なかなか微妙な方もいらっしゃいます。
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特に高齢者の場合ですと老人性難聴になりますよね。６０、７０歳以上にな

りますと聴力が落ちてきますけれども、７０デシベル以上でないと手帳が出

ませんよね。老人性難聴の場合は６０ギリギリ位ですので、なかなか手帳が

もらい難いっていう、ここに出ないケースもありますので、ちょっとその辺

ももし必要であれば･･･ 

【事務局鈴木】 私の方から佐藤さんのお話に対して、お答えも含めて。 

【荒木会長】  はい。 

【事務局鈴木】  まず石狩市内で手話を使っている人が何人いるのかっていう話なのです

けれども、資料の方７ページをご覧いただきたいんですけれども、手話通訳

の派遣件数の推移ということで、その表の右側なんですけれども、実利用者

人数ということで、石狩市民に関してということで、２３年度からの推移と

いうもので、３３人，３８、３０、２８ということで、こちらの方は実際ろ

うの方、手話を必要とする方ということで人数の推移、あともう１つ、石狩

聴力障害者協会に加入している方は今、２５名でよろしかったですか、杉本

会長。 

【杉本委員】  ２４名です。 

【事務局鈴木】 ２４名ですか。はい、ありがとうございます。そういう推移でいきますと、

概ねこういう人たちが手話を必要としている方なのすけれども、実際、特に

若い方で手話を必要としている方だけれども協会の会員にに入っていない、

サービスを使っていないという方もいますので、そういう方となかなか市も

接点を持てないということでいきますと、実際その実態の人数としては押さ

えきれていないというのが現状なんですけれども、推定なんですけれども約

５０人ぐらいが、石狩市内では手話を必要としている方ではないかというの

が市と協会の共通した押さえということで、まずお話させていただきます。 

        もう１つ、身障手帳の基準についてなのですけれども、これは、日本は欧

米各国に比べて基準が厳しいということで７０デシベル以上が必要という

ことで、そこが１つ日本の課題ということが言われていまして、それに関し

て申し上げますと、３ページの障害の程度区分というところを見ていただき

たいのですけれども、３０デシベル、軽度難聴の方々については、手帳の対

象ではないということで、補聴器が必要な場合も自費で購入というそういう

形なのですけれども、特にお子さん、学齢期のお子さんが軽度、中度の難聴

の状況の時に手帳が取れないということで、そこを自己負担して補聴器を購
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入している実態があって、そこが国とは別に自治体として助成、補聴器の助

成制度を作るべきじゃないかと、今は全国的に議論がありまして、石狩市も

今年の４月から軽度、中等度の１８歳未満の方を対象に補聴器購入助成をす

るという制度を作りました。ただ、４月からスタートしてまだ申し込み等は

ないのですけれども、これは実際、小学校、中学校で難聴の特別支援学級が

ある、お子さんも在籍していますので、やはりそこにはニーズがあるという

ことで、国の制度とは別にそういういわゆる手話だけではなくて、聞こえな

い方に対してどういうふうに考えていくのかという、これは福祉的な視点に

なるのですけれども、そういう取り組みも必要ということで、一部、市とし

ても取り組んでいるというような例があります。 

        あともう１つ、２年半で総括が早いのではないかという前回の佐藤さんの

意見、そして今日もという事ですけれども、一応市として「３年を目処に見

直す」という条例上明記したのは、やはり前例のない取り組みをしたという

ことで、そこを３年後しっかり検証をしようということで、今回こういうよ

うな形で検討会を作って検討ということをやって、色々他の自治体の条例で

あったり取り組みというものでいきますと、色々自治体を参考にすべき内容

もあると思いますし、既に皆さん議論していただいて提言していただいてい

る視点をしっかり条例に反映させていくっていうことも非常に大切なこと

だということで議論を聞かせていただいていますので、改めて今日皆さんの

議論を聞きながら、どういう方向にしていくのかということをお伺いしたい

というふうに考えております。以上です。 

【荒木会長】  はい、ありがとうございました。 

        ２年半、３年かけて見直すということになっていますけれども、全国的に

は３年、５年、あるいは審議会を設けてその都度、っていうところもありま

すよね。いろんなパターンがありますけれども、やっぱり全国に先駆けてい

ますので、３年ということで少し皆さんと一緒に考えていきたいなとそんな

ふうに思います。佐藤さんはいろんな先進県の鳥取を始め、いろんな種類を

お持ちですので、いろんな情報を持っていますので、折に触れてまた出して

いただきますので、皆で聞きましょう。たくさん。 

        はい、時間を気にして申し訳ありませんが、お手元のちょっと石狩の手話

条例の資料をちょっと見ていただけますでしょうか。第１条から第７条まで

ありますので、大変短いですけれども、大変中身の濃いものだと思いますの
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で、ちょっと一度皆で読み合わせしたいと思います。ちょっと見ていただけ

ますか、私も改めて読んでみたいというふうに思います。 

        —————「石狩市手話に関する基本条例」条文朗読————— 

        こんなふうになっています。ちょっと時間いただいて読ませていただきま

したけれども、このいわゆる条文が模範になって、サンプルになって、全国

でいろんな市町村・自治体でこれを参考にしながらどんどんできているとこ

ろだと、そんなふうに思います。短いですけれども、中には本当にエッセン

スが詰まっていると私自身は思っています。 

        それで、皆さんでこれらを今まで議論してきましたけれども、中身につい

ては一つ目は… 

【佐藤委員】  七回。七回検討した。 

【荒木会長】  今まで３回終わりまして、今４回目ですね。ごめんなさい。 

        この条文、条例自体を変えると言いますか、修正すると言いますか、変え

る方向もありますし、これはこれとして必要な項目を付加すると言いますか、

加えるという考え方もあります。これはこのままにして、ここにありますよ

うに具体的な施策をもう少し詳しくつめていく、いろんな手立てがあると思

いますので、改めてこの中で皆さんの意見を聞きながら、お話を進めていき

たいと思っています。 

 

３ 委員意見交換 

【荒木会長】  はい、では今日の、早速４回目なのですが、まず１つ目の議題の内容とし

ては、「条例の見直し」ということで佐藤委員の方から「２年半だから、ま

だちょっと条文自身をいじるのは早いのではないのか」というご意見もござ

いました。過去３回の中ではいろんな皆さんのご意見、「肉付けした方が良

い」とか、あるいは「新たな項目を増やした方が良い」という意見もござい

ましたけれども、改めて今条文を読んだり、事務局からのご意見を伺ったり

して、各委員の条例の見直しについての方向性も含めて、ざっくばらんなご

意見を伺っていきたいなとそんなふうに思います。ご意見がある方、よろし

くお願いします。はい、佐藤委員どうぞ。 

【佐藤委員】  意見の前に質問があります。鈴木さん、この前全国の市区長会ができまし

たよね。その中で、団体の名前をどうするかということで意見が２つに分か

れた、というような話は聞いていませんか。 
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【事務局鈴木】 知事会ですか? 

【佐藤委員】  いや、知事会ではなくて、市区長会の方。 

【事務局鈴木】 聞いてないですね。 

【佐藤委員】  僕は参加できなかったのだけれども、鈴木さんは参加しましたよね? 

【事務局鈴木】 団体の名称について意見が分かれたということについては、私は会議の場

には参加していないのです。 

【佐藤委員】  ああ、そうですか。 

        ４００人が集まった場所で言ったわけではなくて、その前に別のところで

議論したのです。石狩市も兼ね合いがあるのが、「石狩市手話に関する…」

と書いてあるでしょう。「手話に関する」ではなくて、「手話言語に関する」

という書き方にして欲しいというような意見があったのです。実は私も別の

会議で手話にするのか、手話言語にするのか、そういうような意見で２つに

分かれたのです。私も３年前の検討会の時のメンバーだったのでどうしよう

かとも思ったのですが、そのままにしました。何故かと言うと、国連の権利

条約に書いてあるのは手話言語ではない。手話だけにしています。それだけ

でも意味は言語だと受け止められるのではないかという意見が１つと、もう

１つは、まだ国民の中に手話言語の普及というものは弱い。手話だけにした

場合は、手話の技術という意味で使う手話、そのイメージが強いです。そう

いうことと手話は言語であるということを広めるために、あえて手話言語と

した方が良いのではないか、というような意見が２つに分かれています。僕

はそれについて、結論は急ぐ必要はないと思っています。また３年後、国の

動きの中で新たに出てくるのかもしれないですけれども、そうなってから変

えても遅くはないと思います。やっぱり意見はまとまらないのですけれども。

市区長会は結局手話言語と入れたいのですね。 

【荒木会長】  はい、佐藤委員の貴重な情報、ありがとうございました。 

【佐藤委員】  知事会の方は違う。普通に「手話を広める知事の会」というような団体名。

やはりこれは国の法制化の問題と関わってくると思いますから、私たちは国

に対しては「手話言語法を求める」としていますが、果たしてそうなるかど

うかはこれからの問題なので、その時点で考えても良いのではないかと思っ

ています。 

【荒木会長】  石狩市が条例を作ったのは、地方から国を動かすと、そういう思いがあり

ますので、私たちが自信を持って決めて、それに応じて国が動いたらまた考
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えましょう。どうでしょう、何かご意見ございますか。この基本条例の条文

の見直しについて。ざっくばらんに出していただければというふうに思いま

す。 

【伊井委員】  すいません、よろしいですか。 

【荒木会長】  はい、伊井委員どうぞ。 

【伊井委員】  見直しということでは必ずしも直結しないと思うのですけれども、ひとつ

この経緯について質問というか、今回条例を読んでみた感想として、この目

的、第１条の目的と第５条の３の施策の推進方針で、必ずしも完全にリンク

はしていないというか、前半部分の、例えば「手話の普及」あとは「情報取

得」「手話の使いやすい環境づくり」というところまでは書いてあると思う

のですけれども、その最後の方の、例えば「手話を使用する市民が手話によ

り自立した市民生活を営み、社会参加をし、及び心豊かに暮らす」というと

ころっていうのは、どういうふうに施策とリンクしているものなのでしょう

か。もちろんその条件整備というのはとても重要だと思うのですけれども、

もし今後、何かの件で見直すことがあれば、この生活の質というか、その辺

にも具体的な施策というのも今後必要になっていくのではないかな、と感じ

ました。 

【荒木会長】  他はございませんか。 

【佐藤委員】  実を言いますと、この条例を作る時に一番時間がかかって頭が疲れたのは

どこかと言いますと、「前文」に時間を使いました。市長も悪いと思います

が、市長が言っていることは、条例は「前文」があればそれで十分だ、とい

うような話をされたものですから、こちらも「前文」について仲間内で色々

議論をしました。どのくらいかかりましたか、２か月ぐらいかかりましたか。

だから正直言いまして条文は、充実しているものではない、注意して作った

ものではないのです。市役所の方の考えはどうかわかりませんが。 

【伊井委員】  簡潔には、こうした条例が成立して、本当に社会参加が促進されたのか、

手話を使っている方が本当に安心して心豊かに過ごせるようになったのか、

というのもとても重要だとは思うのですけれども。もちろん指標としては難

しいことだとは思うのですが。 

【荒木会長】  ちょっと委員長として言いますけれども、これを作ったのは３年前ですよ

ね。それで今見直ししてますよね。たまたま委員は同じでも立場は違います

ので、そこは分けて、今は作った立場ではなく見直す立場で意見を発表して



15 

 

いただければとそんなふうに思います。よろしくお願いします。良い物だと

私は思っています。それを基にして議論をしていきたいと。３年前の見直し

はちょっとおいておきましょう。今これをベストだとしてどうするかという、

その議論でいきましょう。はい、他議論はございませんか。はい、どうぞ。

佐藤委員。 

【佐藤委員】  私、結論から言いますと、何度も同じことを言いますが、２年半という期

間は短いと思います。石狩の範囲だけで考えるのではなくて、全国レベルで

全国の様子を見ながら、進捗状況を見ながら、少なくても５年は見直しには

必要だと思います。５年間はそのままにしたい、ただし、具体的に何をする

かというのは別に検討ができると思います。だからその面でできる部分があ

ると思っています。以上です。それ以上もう言いません。 

【荒木会長】  はい。他ございませんか? 

【町田委員】  はい。 

【荒木会長】  はい、町田委員、どうぞ。 

【町田委員】   ちょっと佐藤委員と同じ考えもあります。そのままでも良いのじゃない

かという意味で。ただ、市長も最近言っていることなのですけど、手話を広

めというのは進んでいるだろう、だけども言語としての意味とか、そういう

部分が少し足りないというか、言語だ、日本語と同じなのだよという普及と

いうか、広めるっていうのには、ちょっと力が入っていないというか、足り

ないのじゃないか、っていう、手話だけが１人歩きとは言いませんけれども、

手話の単語とか手話を表すだけで言語としての手話が広まっているって言

うのはちょっと足りない、みたいな意見を聞いたことがあるのです。なるほ

どなと、自分も振り返ってみると、そういう面もある。あるけれども、やっ

ぱり方法手段としては、話を広めるっていうのがまずは、手段としては１番

にやらなきゃいけないというか、やらざるを得ない、じゃないですね、やる

べきことかなとも思うのです。 

        で、私の意見としては、佐藤委員がおっしゃったように、このままで、別

なところの議論として検討して内容を深めるっていう意味では、じゃあ言語

としての手話というものを広める方法をどうしたら良いのかという考えを、

考えじゃない、議論をする、そしてやっていく、っていうのもありかなとい

うか、そういう方法もできるな、と思っています。 

        それともう１つ、会長さんが読んでくださって改めて読んで、言語という
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のを気にしながら聞いて、読んでいたのですけど、前文のところには、言語

言語と載っているのですけど、やはり下のところ、おろそかって言っていま

したけど、下の部分、目的以下、条、からの部分で言語というのが書かれて

いないのですよね。それでもし言語という意味合いも含めるのであれば、何

条かわかりませんけれども、言語としての手話みたいな文言を入れたらどう

かと思っています。以上です。 

【荒木会長】  はい、ありがとうございました。鋭い指摘がありましたですね。はい、他

はございませんか。はい、舘浦委員、どうぞ。 

【舘浦委員】  ちょっとまとまっていないことと、今まで議論にあまり載ってないかなと

思っていることなのですけれども、条例を、色んな所で条例ができていて、

たまたま札幌でも今そういった議論をされているのですけれども、手話条例

ができている先進地の明石とか鳥取と石狩を比較した条例の文章とか、あと

全日ろう連の方でモデル条例案みたいなのを比較するような表があったの

で、ちょっと興味というか当たり前なのですけれども勉強してきた、読んで

きたのです。その中でちょっと思ったところが、他の市町村とかにあるもの

で、責務のところで、市の責務、市民の責務、あと事業所の責務とあったの

です。これはうちの石狩市の方には、事業所の責務はなくて、施策方針の方

には事業所の、市内の事業所において手話に関する理解が深まるように手話

に関する研修会の機会を提供していきますっていうのがあったので、どちら

の方向性でもいいのだけれども、何かの機会に事業所として、手話をどうい

うふうに理解して、ろうあ者、ろう者の方が使いやすい、生活しやすい、先

ほどの「豊かに」というところにつながると思うのだけれども、そういった

ところの議論をすることがあってもいいかなと思ったので、今まであまり意

見にはなかったのだけれども、ちょっとそういうのを振り返ってもいいかな

と思いました。私は仕事で保健福祉部にいるのですけれども、市役所の職員

は手話を学ぶ機会をいただいて手話にすごくなじんできているのですよね。

なので、ろう者が来たら挨拶をするとか、あそこの通訳の担当部署の障がい

支援課に行けば何とかなるとか、そういったようなところは職員の理解は深

まっていると思うのだけれども、例えば次の段階として手話のことや手話条

例のことを知っている市の職員が、例えば仕事上そういった相談を受けたり、

何か困った事が来たっていった時に、「石狩市にはこういう相談窓口がある

よ」っていうところにつなぐ、つないだ先には、悩みによって、「こういう
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手話サークルがありますよ」とか「障がい支援に行ったら情報をもらえます

よ」とかつなぐような、次につなぐっていう意識になるような意見交換をす

るっていうっていうことを、例えば事業所として、市の職員として、なんと

か手話のことを勉強した企業とか、そういったところが考える機会を持てる

ような発信というか、そういうものをしていってもいいのかなというふうに

思います。 

【荒木会長】  はい。いろんなところの勉強をしながら、貴重なご意見、ありがとうござ

いました。はい、他はいかがですか。 

        ちょうど１時間過ぎていますので、あとお１人からご意見をいただいたら、

５分間の休憩に入りたいというふうに思います。はい、棟方委員、どうぞ。 

【棟方委員】  はい。確かに条例の見直しとしては期間が短いのかなって、でも、普通の

条例の見直しの部分では短い期間かなと思うのですけれども、やはり先駆け

て、市として先駆けてできた条例ですし、あと市民への広がりっていう部分

と、「手話が言語」っていう理解を持っている市民がどれだけいるのかなっ

て考えると、なかなか進んでないのかなっていう現実は見えてくるのですけ

れども、私は今回やはり子どもに関する方で、私は南地区ですから手話の方

はあまりやっていないのですが、今回うちの町内会５０周年で、記念誌を作

りました。それで子どもたちから色々な意見をいただいた時に、嬉しい意見

がありました。「手話を使って高齢者の方と仲良くなりたい。そして、皆が

安心して暮らせるような、自分の住んでいるところにしたい。」という、こ

れ男の子の意見なのですけれど、ここで「手話」って出てきたこと、高齢者

の人と楽しくしたい、自分も色々な体験をしたいというような、将来の夢に

向けてメッセージをいただいたのですけど、これがもし手話条例ができてい

なければ、そういうような意見になっていたのかなって、あと、先ほど言わ

れた「手話を使用する市民が、手話によって自立した」っていう部分は、こ

れはろう者の方ばかりではなくって、今、発達障がいのお子さんですとかい

ろんな障がいをお持ちの方たちが支援の仕方によって、心豊かに、それを理

解してくれる市民を１人でも多く増やすことによって、本当に福祉のまちと

いうか、石狩が掲げている「安心して暮らせる、誰にとっても優しいまち」

って言うようなイメージが、子供たちからそういう声が出てきてるっていう

ことに、たまたまそういうことが書かれたっていう事が嬉しく、記念誌を作

っている段階で読ませていただいたのですけど、あと、今回８月の初めに障
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がい者の「いけまぜ」のフェスがあった時に、言葉も発せない９歳の男のお

子さんなのですけど手だけは動くのです。そして母親もその子との意思の疎

通できないって言うのです。大変暑い時に南小のグラウンドで運動会をやっ

たのですよね。ちょっと私そばにいたものですから、お手伝いをさせていた

だいたのですけれども、私たちでも暑いのに、お水を飲まなきゃやっていけ

ない、でもそのお子さんはお水を飲めないのですね。ゼリー状の水分で補給

をするという、本当に言葉も出ませんし、お母さんはその辺を気がついてど

のようにコミュニケーションを取っているのですかって休憩の時に聞いた

ら、「なんとなく」って言うのです。それで私も「えっ！」って、ちょっと

引いてしまったのですけど、ちょっとその子に接していた時に、「手は動く

ので、手話を使ったらどうでしょうね」って、簡単な手話で、挨拶から始ま

って「ありがとう」っていうような形の部分をお話した時に、顔が変わった

のですね、そのお子さんの。お母さんも、「病院にはかかっているし学校に

も行かせているので、そういうことは聞いたことがない」って言うのです。

そうなのですか、っていう話をした時に、もしその子に、言葉が出ませんか

ら、ありがとうって言われたらとっても嬉しいです、「だからまずはお母さ

んが、そこを２人で手話のやり取りを挨拶から「おはよう」から「ありがと

う」っていうようなところから始めたらどうでしょうか」って。「病院でそ

ういう指示はなかったのですか」って言ったら、「ない」って言うのです。

でも、ひたすら手をたたいて自分を出しているのですけれども、お母さん気

がつかないのです。でも兄弟のお兄ちゃんが来た時に車椅子に突然座ったも

のですから、そうするとすごい勢いで怒って、「自分のところに座るな」っ

ていうような、ジェスチャーですよね、だけどそういうふうに言語としてこ

の手話を使っていただけたら、それがスムーズにいくのじゃないかなってい

うことで、流れを少しお話させていただいた時にお母さんも喜んでくださっ

て、私リーフレットがあれば差し上げたいなと思ったのですけど、そういう

ことはできなかったのですが、でも、やっぱりその普通にこれを言語として

使うのであれば、いろんな障がいの方たち、また高齢者で耳の遠くなった方

たちにも、こないだもお話が出ましたけど、すごく良い手段ではないかなっ

て、またそれを使ってくれる人を増やす、理解する市民を１人でも増やすこ

とによって、障がいっていう壁は無くなるのじゃないかなっていうふうに思

いました。以上です。 
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【荒木会長】  はい、ありがとうございました。では５分間休憩に入りたいと思います。 

         

～休憩～ 

 

【荒木会長】 はい、そろそろ時間になりましたのでよろしいでしょうか。引き続き活発      

な議論をお願いしたいと思います。手話条例の見直しについて、見直しの方  

向性について、見直しの視点についてご意見をいただきたいとそんなふうに思

います。委員のみなさまから意見をいただきたいと思います。生田委員どうで

しょうか？ 

【生田委員】   僕が条例に対してをこんなふうに変える、加えたら良いと思うことは第３

回目までの検討会でお話したとおりで、まずは手話も他の言語と同じような

成立過程、発展過程に注目したところで、何か 1 つ手話が言語であるという

ことを、もう一段階インパクイトのある伝え方ができないかなということな

のですよね。それを入れていただければと考えております。 

【荒木会長】  それは条文という意味でしょうか？ 

【生田委員】  そうですね。文言の追加です。さきほど佐藤委員の方から市長は前文に重

きを置いていたと話をいただいとのですが、実は私も前文に魅力を感じる人

間の１人でありまして、日本国憲法も実は、前文さえあれば他何もいらない

なと思うぐらいです。ですので、もし追加が許されるのであれば、前文のと

ころにもう一歩深く踏み込んだ言葉を入れ欲しいなと。手話が言語であると

いう理由がわかる中身。もしできたらそのようなことを加えていただければ

と思います。 

【荒木会長】  その他いかがですか。はい。杉本委員どうぞ 

【杉本委員】   出前講座を行ってきて３年が経ちました。手話が広まっているいのかどう

かちょっとわかりませんが、今気づいたことは、早くはないですね。５年後、

１０年後、将来まで時間がかかると思います。地道にやっていこうと考えを

持っております。こないだ小学校の１年生に教えたのですけれども、そこで

気づきました。子ども達に挨拶を教えたのですけれども、簡単な手話の単語

も教えました。忘れない方法は何だと思いますかと聞きました。自分の家に

帰って、お父さんやお母さんに「わかる？」と教えて、そしたらお父さんも

お母さんも覚えることができて、そして条例の内容が広まっていくと思いま

す。そして自分も覚えることができる。一石二鳥だと思います。お母さんに
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「バナナ、ミカンは（手話で）こうやるのだよと」と教えることによって自

分もさらに覚えることができる。子どもが家に親に教えるということがよい

と思いました。そしてもう１つ。友達に「手話ではなんだろうと」聞いてお

互いにやってみるということを教えました。昨日教えた単語を覚えましたか

と翌日聞いてみると、半分以上の人が家に帰って親に教えたようでした。お

はようとやって。お父さんお母さんにやって、自分達も覚えることができて

よかったねと、子ども達がお互いにやってみてと言いました。そういう方法

もいいなと気づきました。条例が家庭の中でもそのように広まっていけばい

いなと思いました。すぐに広まる。すぐに心豊かに生活できるということで

はないのです。少しずつだと思います。 

【町田委員】  はい。 

【荒木会長】  はい。町田委員 

【町田委員】   今のお話しは今のままでよいという意味ですか？ 

【杉本委員】   ３年は短いですね。ちょっと今は考えられないですね。もう少したってか

らでもよいのではないかと思います。 

【町田委員】  私は生田委員のお話しを聞いてあっこれだと思ったのです。前回も思いま

した。やはりなぜ言語なのかということと、言語なのだという説明や経過が

あるともっと市民にわかりやすいのではないかと思うのですよね。あえて直

すというか、付け足すとすればそれを付けていただきたいという感じです。 

       先日ある集会に参加しまして、その中で石狩の条例に関する話があったので

すけれども、話をしている人が、石狩の条例についてよくわっていない方だ

ったのですけれども、石狩のリーフレットに関して説明をしていただきまし

た。石狩でつくった「手話でつながるいしかり」は本当にわかりやすくのっ

ていますよと言っていました。私たちもあれは自信を持っているリーフレッ

トだったので、それが全国に広まっていけば、もっとリーフレットの宣伝を

して、それを見ると、大人も子ども早く理解ができるのではないかと思った

ので、今までどおりの活動といいますか、リーフレットの配布もやりたいな

と思っています。 

【荒木会長】   はい。ありがとうございます。ちょうど次の話題に移ろうと思っていたと

ころなのですけれども、条例の見直しについて、時期早尚なのでもう少し待

とうという考えと、手話は言語という文言について、前文あるいは条文に入

れた方が良いという意見。伊井先生がおっしゃいましたけれども条文の整合
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性ですね。そのへんも少し見直したらよいのではないかという意見。様々な

ご意見がありましたので、事務局でまとめていただいて少し整理をしていた

だけたらとそんなふうに思います。 

        今、町田委員からお話しがでていました。今日配布いただいています資料

を見ていただけますか。施策について、条例の第５条の条文に沿って、第５

条第 3 項の(1)から(3)までの項目にしたがって、具体的な推進施策として

どのようなことをやっているのとことがここに載っています。推進施策を見

てみて、推進施策として委員のみなさんから見て、付け加えた良いというも

のとかはありませんか？今のリーフレットの件もありましたけれども。１番

目どうでしょう。手話の普及啓発に関する事項について、アからキに掲げて

いること以外に付加した方が良いということございますか？いかがですか。

少し具体案に入っていっていますが。 

 【加藤委員】  質問ですけれども、この取組みについては、議会等で答弁するために作

成するものなのですか、それとも広報に載せたりして、市民に向けてこのよ

うな取組みをしているとお知らせするものなのですか。 

 【事務局鈴木】  この取組みに関しては、この検討会にお示しするために作ったもので、 

        条例上は、それを公表するということで位置づけられていなくて、こうい

う取組みを前回意見ありました審議会等で検証して、公表していくというこ

ともやり方としてはあるのかと思います。この検討会のために作成したとい

うものです。 

 【加藤委員】  例えばこれ学校の部分で総合的な学習の時間及び道徳を活用してと書か

れていますけれども、総合的な学習の時間を活用した取組みというのは、全

然問題ないのですが、道徳というのはないのですよ。小学校、中学校に 

【事務局鈴木】 １、２年生では道徳を活用してやっているのでは。 

【加藤委員】  それ自体が不適切なのですね。ですからもし書くとしたらですね。道徳

教育の一環としてと書いたら良いと思いますよ。 

【事務局鈴木】 わかりました。 

【加藤委員】  道徳の時間というのと道徳教育というのがありまして、全ての教育活動

というのは道徳教育といっても過言ではないのですよ。道徳の時間というは

１週間に１回ありまして、その中では何か活動をするのではなくて、何か考

える時間というのが適切な位置づけなのですけれども、ですからこのように

文言を起こされるのでしたら、総合的な学習の時間を活用したり、道徳教育
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の一環としてと書かれたら適切な表現になると思います。 

【事務局鈴木】 わかりました。ありがとうございます。 

【加藤委員】  だから例えば道徳の時間にゴミ拾いをするというのは考えられないので

すよ。ゴミ拾いをするというのを道徳教育の一環としてするというのは全然

問題ないのですよ。道徳の時間というのは、小学校では４５分、中学校でも

５０分しかないので、その中では考えたり、議論したりとかという時間の位

置づけなので、手話だけのことを言っているわけでなくて、何かの活動をす

るというのは適切でないと一般的に言われていて、教育委員会から指導を受

けてしまう。見る人が見ると適切でないよねという。叱責とかがあるわけで

ないけれどもそういうふうになってしますので。その方がよいと思います。 

【荒木会長】  はい。鋭いご指摘ありがとうございます。オブザーバーの教育委員会か

ら何かご意見をお伺いいたします。 

【東次長】   特段付け足すことはございません。 

【玉手委員】   はい。 

【荒木会長】   玉手委員どうぞ。 

【玉手委員】  １の「市民が市の行政サービスを利用する際に市行政サービスを利用 

する際に、手話使いやすい環境づくりを進めるため、市職員に対する手話に

関する研修会を実施していきます。」というところで、この前たまたま出前講

座で行った時に、講師が市の職員を対象に石狩市に手話条例があることを知

っていますかと聞いたところ、３分の１ぐらい？の人が手を挙げた、いや５

分の１の職員しか手をあげなかったのですよね。   

【荒木会長】 本当ですか。 

【玉手委員】  たぶん３年目になるので、１年目に受講された方と３年目に受講された

方では積極性とかも関係があるし、その時いらっしゃらなかった新しい職員

がいると思うのですけれども、市民に手話を広めるとか、手話が言語である

ということを広める時に、市の職員が１つのモデルになっていくのかなと思

うので、３年間終わった研修を今後どう取り組んでいくかということも 1

つ大切かなと思います。この後どういうふうにできるのかなと、もしやると

したら深くなったり、専門的になると思うのですが、難しいと思いながら、

ここは大切だと思っています。 

【荒木会長】  研修の実施よりも、研修の充実を図るとかですか。 

【玉手委員】  研修も必要ですけれども、研修も一度やっているので深めるということ
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ですね。 

【荒木会長】 はい。ありがとうございました。 

【玉手委員】  義務化というか、実際に職場で使っていくというような、手段とか方策

がないのかなと思います。 

【荒木会長】  はい。今、１のウとオついてご意見が出ていますけれども、他いかがで

しょうか。新たに付加した方がよいということはございませんか。 

【事務局三国】  もしよろしければ、一度発言させていただいてよろしいですか。改めま

して保健福祉部長の三国です。まず今研修のお話。丁度、お昼ぐらいですか、

（手話通訳の）今村さんとお話ししていた時に、使わないから忘れるのだよ

ねということを話したばっかりなのですよね。確かに最初の研修は触れてみ

る、経験してみましょうというものだったのですけれども、これから障害者

差別解消法も含めまして、窓口の対応というのは出てくると思いますので、 

       職員研修も１本の同じスタイルからある程度会話をするというのと、広く

携わってみようと二極化したものが必要になってくると思います。次のステ

ップというものは出てくるのかと思っています。 

        それと先程加藤先生からご指摘あったことにつきましては、特に私も教

育委員会にいましたので、このような文言を記述する時は、一度教育委員会

の方に、一度見ていただいた上で、私たちどうしてもそういうところが落ち

てしまうところがあると思いますので、十分配慮させていただきたいと思っ

ています。 

        本題について、事務局からまとめ的な発言が会長からもありましたので、 

       その点についてお話させていただきます。１つは、これまでのご議論の中

で条例そのものに対して、前文を含めた議論があるのですけれども、多くは

この３年間の取組みから、次のステップへの取組みにかけてのポイントの発

言が非常に多かったなと思っています。大きく私が認識している部分では、 

      うまくいっているだろうという１つのパターンとして、学校教育のプログラ

ムの話しがありました。ただ、各世代が連携していないので、そこに新たに

連携したプログラムが必要との議論が一番最初の頃にでていたかなと思い

ます。 

       ２回目以降でてきたのが、手話に触れる機会について地域格差があるとい

うご意見がかなりあったと思います。特に花川南地区ということであります

けれども、おっしゃるとおり、そのことが３年間の中でテーマとして出てき
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たのではないかと思います。そして先ほど、館浦委員の話にもありましたけ

れども、人生の各ステージ、学校もそうでしょうけれども、就労という場面、

高齢者クラブとか地域とか、色々な場面において手話が一般的に市民権を得

ている社会について、何回か散見されていたような気がします。これも条例

の目指すところの地域社会ということでは、非常に重要なことだと思ってい

ます。もう１つは、ろう者との触れ合いという話。手話を使うというだけで

なく、ろう者との触れ合いによって、手話を持つ意味、それが言語であった

り、聞こえない世界観をどこまで共有できるかということも市民共有の条例

の進むべき目的に 1 つの方向ではないかと思います。最後になりますけれ

ども、これは少し福祉的な視点になりますけれども、子どもが聴力障がい者

で、親が健常者という時に、その対応という時のロス、発育、教育関して、

大事な時間を失わってしまわないかという、そこに対するフォロー体制とい

う意見もあったかなと思います。このような視点のもとで考えていきますと、

やはりご議論の中心を一旦は、施策の推進方針に置いていただいた方があり

がたいかなと考えてはいるところです。今回出た意見を事務局でもたたき台

的なものをご用意して、そこをまた掘り下げていただいて、さらにその中で

やはり条例の本質論、文言の修正によって成しうるべきだとのが浮かびあが

ってくれば、恐らくみなさんの意見が一致してくると思うので、その時に条

例の文言にフィードバックしていく手法がいかがかなと思います。この方針

のご検討をいただくにあたって、行政職員と発言させていただきますけれど

も、ある意味行政にとっては、非常に都合のよい作りになっています。はっ

きり申し上げて。と申しますのも条例は何々に関することと大括りになって

いて、施策の方針は結局、何をやっていきますという具体的なものがなく、

実施した取組みでは結果を並べているのです。例えば施策の方針を議論され

るのであれば、先ほどの意見でいけば、地域格差のないような取組みを      

目指すとか、今後の視点を入れると、我々もそれに向かった実施の取組みや

すくなると思います。行政も都合よく入れているわけではないのですけれど

も、どうしても我々の方に出てしますので、そのような議論もいただければ

ありがたいのかなと思います。 

【荒木会長】   具体的な推進方針を条例の方に入れるということは、そこまでいってい

ないのですか。 

【事務局三国】 アクションプログラムとして考えれば、それもありだと思うのですが、
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細かい事業というのは、翌年の予算編成になり、施策の推進方針で新しいも

のをやるとなると、協力するパートナーにより変わることがあります。です

からあまり細かいものをやってしまうと、細かいものだけに目がいってしま

う。例えば職員研修会を１０回やりますと言うと、１０回やることが目的に

なって中身が何をやるかということでなくなってしまう。何をもってその研

修会をやるのかということの方が指針には向いているのだと思います。 

【荒木会長】  自治体によっては、推進施策を入れているところもありますよね。そこ

には色々な問題があるのですよね。 

【事務局三国】 これも行政のさがだと思うのですよ。細かいことをやると数値目標をク

リアしたということで満足してしまって、実は中身がないねというのが、

我々の計画の中でもいくつかありますので、せっかく内容を議論している検

討会なものですから、そのような方向性の方が効果的かなと思います。 

【荒木会長】 はいありがとうございました。はい今の意見を聞きましてまた議論に戻り

ますけれども。 

【佐藤委員】  市役所の職員は手話検定は受けていますか。検定というのは、手話通訳

者になるとは別なのですよ。自分が手話でどれくらいコミュニケーションを

取れるかというも、だから５級とか、４級とか、通訳になることが目的はな

いのです。それを受けるということも 1 つ。全国で検定を申し込んだ人は

1 万人を超えました。その中で市役所関係、条例があるところの市はどうな

のかということを 1 つ問題にしている。通訳者に成るためではないので、

あくまでも検定のみ。 

【事務局三国】 先ほどの研修について、それも加えた中で検討させてください。 

【加藤委員】   何回か教育現場における手話の普及という話が出ていたと思うのですけ

れども、私が校長として赴任したのは去年ですので、去年は校長会の中でも

話題になっていなかったのですけれども、今年度から、２８年度の４月から

各小中学校において格差の話もありましたので、全ての学校で取組んでいき

ましょうということで、動きはじめました。ですから少しタイムラグがあっ

たのですけれども、校長会として確認されたと、共通理解されたことであり

ます。ですから少しずつ格差というものはなくなっていくだろと現場では思

っています。それと同時に子ども達が家に帰ってから、学習塾に行ったり、

野球やったり、サッカーやったり色々なことをしていますよね。それと同じ

ように手話のサークルに入って活動する。学校でもするのだけれども時間が
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限られているので、サークルでしている子どもが増えていくことが必要かな

と思います。教育は色々な根幹になりますので、子ども達が学ぶことによっ

てどんどん大きくなっていきますから、杉本さんや佐藤さんおっしゃるよう

に時間がかかっていくと、その中で教育というのは１つの機能があると思い

ますので、サークルについても、条例のポスターについてはうちの学校がモ

デルになったものを貼っているのですけれども、サークルに加入しませんか

というものがあると、きっと親や子ども達が見て、行ってみたいなと、学校

でも実際していますので、やってみたいなという子どもたちが増えていく気

がします。爆発的には増えないと思いますけれども、１人、２人、３人、４

人と増えていくことによって、もっと興味関心が広がっていくと思いますの

で、市の施策としてもサークルなどの啓発をしていただいて学べる機会を増

やしていって欲しいなと思います。 

【荒木会長】  今、教育に関しては、条文上も施策の推進方針上も明示されていません

よね。そこは大事な視点かと思います。ちなみに私が居たろう学校では、教

職員手話活用プログラムというものがありまして、毎朝、朝会などでは聴覚

障害の先生もいらっしゃるので、みなさん手話を使って通訳することで、資

質能力を高める練習をしていますね。毎日使うことによって、資質の向上に

なっていくのでしょうかね。継続は力なりとそんなふうに思います。あとい

かがですか。施策の推進方針に関して、何かよいアイデアはありませんか。 

      はい。どうぞ。 

【玉手委員】  よいアイデアはないのですが、棟方さんから先ほど話があったように、

ろう者が暮らしていくこと、例えば災害のこととか、１人暮らしとか、色々

考えた時に大切なのは、町内会って大切ですよね。自分の町内会にろう者が

いるかいないかわからないという人もたくさんいると思うのですけれども、 

      手話の普及啓発に町内会を巻き込んだといいますか、方法はないのかなと思

います。積極的な方がいる時は、色々なイベントに手話を盛込んだり、通訳

を呼ぶとかもあると思うのですけれども、私が知っている話では、町内会の

役員をやっていたのだけれどもろう者がいることは知らなかった。手話サー

クルに入って自分の町内会にろう者がいることがわかって、その後は、町内

会の総会に通訳を呼んで、ろう者にも参加を求めるようになったという話も

聞いたことがあるので、積極的なところはやる積極的なところはやらないの

ではなくて、盛り込むことによってどこの町内会でも取り組めることになれ
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ばよいなと思います。具体的ではないのですが。 

【棟方委員】  今のお話について、私もたまたま知っていたということと、その時はご

家族の方がいらしたので、サポートする方がいたのですけれども、今サポー

トする方いなくなって、ろう者の方が２人で住んでいるということで、たま

たま近所の人がそれをわかっていて、情報としてそれをいただいたので、良

い機会というわかではないのですけれども敬老会の中で、うちの町内会にこ

ういう方がいるということで、手話通訳の方にも壇上に上がっていただいた

のです。その時に記念品の贈呈があったので、手話通訳は壇上に上がらなく

て良いのではという意見がでたのですけれども、そうではなくて、いただく

方が見える場所にして、必ず（手話通訳者による）説明を入れてくださいと

いうことで去年はやらさせていただきました。そこの中である程度わかって

いただいたことと、私が壇上にあがって挨拶する機会があった時に、簡単な

手話で挨拶をさせていただいて、後から他の方にあれは何だろうと聞かれた

のですけれども、そのへんもお話をすると理解をいただいていますので、そ

ういうことはとっても必要ですし、防災の観点からみますと、今は何がある

かわからないですから、そういう時に尊い命が失われるのは、やはる障がい

者が多いのですよね。障がい者と高齢者という部分で尊い命が失われるとい

う点では、これから地域福祉という点では、町内会の活動はますます重要に

なってくると思いますので、そこの中では中学生の力が大きいということも、

石狩中学校の取組みをみましても結果が出ていると思いますので、地域に知

らせる。それでは地域では何ができるのかということをわかっていただくと、

色々な形で支えあう力がでてくるのではないかと思いますので、そういうこ

とを施策の中である程度加えても良いのではないかということと、私この資

料をいただいた時に予算のところすごく気になったのですね。人件費が増え

ているということで良かったと思う部分があるのですけれども、人件費を除

いた事業予算の方が、２７年度から２８年度の時に減っている部分はどうし

てかなと、確かに予算を取るというのは大変なのもわかりますが、ある程度

細かい結果が出てそれが良いというものがあると、予算もつきやすくなると

単純に考えてしまったのですけれども、今言ったことを施策の方に入れた方

がある程度予算の方も確保できるのではないかと思いましたので、事細かく

書くことではないですけれども、今までやっていた内容以外にも加えていた

だいて、検定を受けたことがあるという職員がいないということでは、職員
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の人に有休ではなく、これを受ける時間とかかる費用についてある程度市で

負担しても、それが市民サービスにつなふがるという意味では、そういう文

言を検討して入れていただければ良いのかなと思います。 

【荒木会長】 はい。ありがとうございました。杉本委員どうぞ  

【杉本委員】  実は石狩聴力障害者協会は、今年の４月にＮＰＯ法人の認可をいただきました。

悩みは事務所がないという話なのです。ろうあ者の集まれる場所。事務所が欲し

いということです。それに合わせて市長に意見を求めて話をしました。市長も手

話の条例に合わせて、それを普及させるための拠点も合わせた事務所が必要とい

う前向きな意見をいただきました。やはり事務所があったら、みなさんがそこを

見れば手話ができる人がいる、ろう者がいるということで自由に来ることができ

るのではないかと思います。小学校とかに手話を教えに行って、帰る時になると

みなさん「五郎先生だ。五郎先生だと言ってくれます。」しかし、逃げるように帰

ってきてそこで関係が切れてしまうという感じがあります。だから続ける方法が

何なのかと考えた時に、そこに事務所があるのだよ、そこに来てねということが

言えればそれにつながっていくのではないかと思っています。そういう希望があ

ります。市長からもそういう意見をいただきました。はっきりはわかりませんが、

事務所があればもう少し進めていける、拡大できるのではないかと思っています。 

【荒木会長】 ＮＰＯ認可されたのですね。おめでとうございます。その他いかがですか。 

      生田委員どうぞ。 

【生田委員】 はい。今杉本委員から出た話で関係があるのですけれども、前回手話の使い

やすい環境のところで、拠点が欲しいという意見が出ていたと思うのです。や

はり事務所というところも拠点の中で入るべきだし、箱物ということでいけば

ちょっとわかりませんが、ぜひ、拠点を作るというところで持って、特に重点

を置いていただきたいと思います。後、それとは関係ないですが、審議会に関

する規定を作るか作らないかという意見も出ていたので、立ち消えにならない

ようにお願いします。思い出していただければ思います。 

【荒木会長】 その他いかがですか。伊井先生最後何かございますか。 

【伊井委員】  施策に関して言えば、先ほどのコメントとやはり関連してしまうのですけれ

ども、今の施策の推進方針は手段を重視されていて、目的の実現とうまく十分

に架け橋ができていないのではないかと、先ほど拠点の話もありましたけれど

も、まさしく社会参加であり、社会参加を広げていくという拠点であるわけで

すよね。手段はもちろんなのですけれども、目的の後半部分の所も、かといっ

て条例を変えて欲しいということではないのですけれども、施策のところの市

長が必要と認める事項というところも含めながら、何か加えていけば良いので

はないかなと感じました。あともう１つ、手話を使っている方が、実利用者数

というのが、１．５倍あるいは２倍いらっしゃるのではないかということです
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が、そこらへんにアウトリーチというか、市役所に来ないので、サービスがう

けられないということではなくて、こちらから歩みよるというか、そういった

施策も考えていくべきではないかと感じました。 

【荒木会長】 はい。時間も２時間になろうとしています。今日も活発な議論ありがとうご

ざいました。条例の見直しという視点で様々な意見いただきました。施策の推

進という中では、具体的な意見も出てきたわけですけれども、おおまかにみな

さんの意見を考えていきますと、２年半なり３年というまだ短い期間なので、

大幅な見直しというのはまだ必要ないのではないかというに受け止めていま

す。だたその中で議論していく中で手話は言語あるという位置づけをしっかり

持っていくべきだという意見、あるいは教育の場に関する議論もありました。 

      それから条文の整合性の問題もありますし、審議会の面もありましたね。３年

間で見直しを図るということでしたけれども、新しい条例ができた時には、こ

の審議会の設置を入れるのかどうか、それにつきましてもこれからの大きな問

題だと思います。それらも含めて次回、報告書の方向に見極めながら少しずつ

見定めていきたいなとそんなふうに思います。最後にご意見ございますか。次

回のまとめ方について。あるいは提供していただきたい資料ございませんか。 

      それでは事務局の方で何かございませんか。 

【事務局鈴木】 これまでの議論を受けて、提言書をまとめるというのがこの検討会の最終

ゴールになるのですけれども、提言書のまとめ方について視点、意見はござい

ますか。 

【事務局三国】 いずれにしましても、ご議論いただ部分のたたき台を私どもの方で用意さ

せていただいて、その方が的を絞った議論ができると思います。条例の部分も

議論が白熱するのかなと思います。ある程度提言に向けた取組みの方に集約し

ていきたいと思っています。 

【事務局鈴木】 次回の日程について、９月２８日又は２９日でいかがですか。 

【荒木会長】   （各委員の都合を確認して）次回は、９月２８日の午後６半とします。み

なさまお疲れ様でした。 
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