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第５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９月２８日（水）18：30～  

場 所：石狩市役所 ３階 庁議室 

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 ○ 委員 松本 利香 ○ 

委員 伊井 義人 ○ 委員 加藤 丈明 ○ 

委員 佐藤 英治 ○ 委員 町田 あゆみ ○ 

委員 杉本 五郎 ○ 委員 生田 政志 ○ 

委員 舘浦 睦美 ○ 委員 棟方 加代子 ○ 

委員 玉手 千晶 ○    

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 １ 名 

 

 

会議次第 

  

 

開 会 

【事務局鈴木】 皆さん、こんばんは。今日も忙しいところをお集まりいただきありがとうござ

います。時間になりましたので、第５回石狩市手話に関する基本条例見直し検討

会を開催したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 この後、進行の方、会長の方でよろしくお願いします。 

 

【荒木会長】  皆さん、こんばんは。只今より第５回の石狩市手話に関する基本条例見直し検
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討会を開催いたしたいと思います。大変お忙しいところ、雨の中、本当にご苦労

様でございます。 

今回は提言書の草案についての検討という事で、大変重要な回ですので皆さん

のご協力をよろしくお願いしたいと思います。 

 

１ 前回の振り返り 

【荒木会長】  始めに前回の第４回目、ちょっと振り返ってみたいと思いますが、主に２つの

事項について検討してまいりました。事務局の方から論点整理として文書が皆様

のお手元に行っているかと思いますけれども、１点目については、前回は「条例

の見直しに関すること」それから２点目として「具体的な施策に関すること」こ

の２つを柱に協議を致しました。 

特に１点目の「条例の見直しに関すること」についてはさまざまな議論があり

ましたが、条例制定後まだ２年半だということで、条例の見直しはまだ早いので

はないか、そんな意見が出されました。また「手話は言語である」これを条文に

明記した方がいいのではないか、そんな議論もありました。また審議会を設置し

て今後も検討を継続した方が良いという意見、さらには施策の推進方針に具体策

を付加したらどうか、このような流れで議論をしたと思います。 

        それから２つ目の柱ですけれども、具体的な施策についてですが、これもさま

ざまな議論がありましたが特に、事業所において手話の理解を促進すること、あ

るいは市役所の職員の方々、手話を大変勉強しておりますけれどもさらに研修の

充実を図ったほうが良いのではないか、そんなご意見があったように思います。

それから２点目としては、町内会と手話を普及するに当たって、その拠点のあり

方、その問題。 

        ３つ目としては、サービスを利用していないろう者もいらっしゃるということ、

そのアウトリーチ、いかに手を差し伸べるかとそのような議論があり、審議をさ

れていたところだという風に思います。今日は後ほど事務局の方からご説明があ

るかと思いますけれども、第１回目から第４回目まで、私ども審議をしてまいり

ましたけれども、そのそれぞれについて事務局で一応まとめてくださいましたの

で、その審議の提案の具体的な草案についてじっくり確認をして、審議、やがて

は提案書の案をこの場で作成していきたいとそんな風に思っておりますので、委

員の皆様の積極的なご意見、どうぞよろしくお願いいたします。では事務局の方

から、資料等についてご説明よろしくお願いいたします。 
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２ 報告・資料確認 

【事務局鈴木】 それでは私の方から、資料を使って提言書を作成するために、論点の整理、ど

ういう風に考えたかということで事前にお配りしております、提言書作成のため

の論点整理資料を使いながら、説明をさせていただきます。説明の流れとしまし

ては、資料の右側「説明」という欄が、これまでの検討会の意見・議論であった

りとか、事務局の考えを示しています。左側については、それを踏まえた、提言

書の文言を記載しているという風な、そういう資料になっています。それではこ

れから１５分程度、資料を使いながら説明をさせていただきます。 

        まず提言書の構成につきましてですけれども、４つの項目で構成しております。

一番最初が「はじめに」ということで、これまでの議論の経過を記載した内容。

次に２番目、結構議論の中で具体的な施策についての現状の評価、あとは課題に

ついてかなり意見が出されましたので、それを項目ごとに整理を致しました。３

番目、条例の見直し等についてその必要性、項目についてこれまでの議論、３つ

について整理しました。４番目、提言ということで最終的に提言として何を提起

するのか、という風なそういう構成で考えております。資料また戻りまして、順

次説明をさせていただきます。 

        まず、一番最初の「はじめに」ですけれども、これまでの検討会における議論

の経過を総括した内容を記載しています。ちょっと時間がかかるのですけれども、

私のほうで「１ はじめに」を読み上げさせていただきます。よろしいですか。 

「１． はじめに」 

【佐藤委員】  もう１０回ぐらい読んだ。 

【事務局鈴木】 いいですか、続けて？ それとも表示とか、どういう風に･･･ 

【佐藤委員】  他の委員さんは、読み上げて時間がかかってもよろしいですか？ 

【事務局鈴木】 他の委員さんももう既に読んでいて内容を理解しているということであれば、

そこを読むのはあえて省きますけれども。どう致しますか。 

【荒木会長】  個人的には、時間がかかっても大事なところですから本来は読むのですけれど

も、もしお二方必要なければ、省略で結構ですけれども。いかがですか。 

【佐藤委員】  私は読んで来たので、省いてもかまいませんが、他の委員の皆さんはどうで

しょうか。 

【荒木会長】  はい、ではちょっと時間はかかりますけれども、一度一緒に読みあわせという

形で事務局の方からよろしくお願いします。 
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【事務局鈴木】 それでは一番最初「はじめに」ということで読みあげていきます。 

        ～ 「１ はじめに」を事務局で読上げ ～ 

        ２番目いきます。「手話条例を推進するための施策について」ということで、

大きな項目としては４つの項目にまとめました。こちらについては、これまでの

意見･議論で主に皆様に既に配付しました各回の論点整理をもとにまとめました

ので、それぞれの意見の主旨が反映されているかどうかについてはしっかり内容

を確認していただいて、そこが相違しているということであれば、ご遠慮なくこ

の後、議論していただきたいと思います。 

        １番目、説明の部分になるのですけれども、特に学校における手話授業につい

て、プログラム化されているという風な評価があった一方、そこを確立していっ

て欲しいという意見がありました。次に、小学校だけではなくて、小学校、中学

校を通じた学びの継続が大事だという意見がありました。この２つの意見を踏ま

えて、大きな項目としては、学校だけではなくて手話やろう者に触れる機会等に

ついて（１）という風なことで、提言書の方では項目立てしています。 

さらに具体的な文言表記としましては、「ア 現在学校において行われている

手話授業の取り組みに関し、子供たちが小学校及び中学校において、継続的、か

つ体系的に学ぶことができる環境をつくることが大切であり、市は、教育委員会

や学校と連携しながらその取り組みを継続して支援していく必要があること。」 

 次に、意見についてですけれども、手話出前授業の実施に関して、取り      

組みにおいて学校間の地域的な格差があること、また学校の授業以外でも手話や

ろう者に触れる機会が必要ではないかという意見。もう１つ学校だけではなくて、

保育園、幼稚園の幼児期から手話に触れる機会を作っていくことが、将来、条例

が目指す社会を作っていくために必要ではないかという、この２つの意見を踏ま

えまして、「市内において子供が手話やろう者と触れ合う機会については、地域

間においてその差がある現状を踏まえ、学校以外の場所で手話やろう者と触れ合

う機会を作っていくことが必要であること。」というようなイの文言としてまと

めました。これにつきましては、学校だけではなくて、それ以外の場所、さらに

保育園･幼稚園も含めて「子どもが」という風な形で表記しております。 

続きまして、意見として「手話出前授業･講座について地域の人に開放して、

高齢の人が子どもと地域の人と一緒に学ぶことができないだろうか」と、そんな

意見がありました。その意見に関しては、一緒にやる、若しくは別々にやるほう

がいいというような２つの意見がありましたけれども、それを総括しまして、高
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齢の方が手話を通じて交流できる機会を作っていくことが必要」ということで、

ウという文言で表記しました。 

次に意見として、「地域生活におけるろう者の存在を理解してもらうことは非

常に大切であり、手話を普及するに当たって町内会を巻き込んだ方法はないだろ

うか。」という意見があり、これにつきまして、エの項目として地域生活におけ

るろう者の理解をしてもらうために、ろう者の方の地域生活の現状について町内

会等の地域を意識した理解の普及啓発をすることが必要であること。」という風

にまとめました。続きまして、大きな項目の２番にいきます。「市民による手話

やろう者を理解するための支援について」という項目を掲げました。これの意見

につきましては、これまで「市役所以外の場所で、聞こえない人やその家族が相

談をしたり、手話に触れたりするための活動の拠点、場所を作って欲しい。作る

ことが必要ではないか。」という風な意見が１つありました。また「聞こえない

子どもが、生きていく上でのろう者モデルとなるように、ろう者が活き活きと石

狩の町で活動していることを見てもらう場として、手話出前講座、手話フェスタ

以外にも何か増やしていく必要があるのではないか。」という風な意見がありま

した。この２つの意見を踏まえまして、(2)、「手話による手話やろう者を理解す

るための支援について」ということで、「条例の目的を実現するためには、手話

を必要とする市民が手話を安心して使うことができ、手話やろう者の理解につい

て、手話を必要とする市民自身が発信し、または市民が手話により交流すること

が必要であり、市はその取り組みや拠点作りについて支援をしていくことが必要

であること。」という内容でまとめました。 

 次に３番目。「事業所における取り組みについて」ですけれども、これまでの

意見として、「日常生活または社会生活において、ろう者が安心して生活をする

ためには、事業所における手話やろう者の理解が必要である。」という意見があ

りました。また、「市役所は手話が広がる取組みモデルとなるので、職員の研修

を充実させる、実践的な場面で使う、手話検定試験を活用するなど新たな取組み

をして欲しい。」という風な意見がありました。その意見を踏まえまして提言の

内容としましては、「日常生活または社会生活において、ろう者が安心して生活

をするためには、事業所において手話やろう者の理解をさらに進めていくことが

必要であること。また、条例を制定した市の職員は、これまでの職員研修の内容

等を踏まえた新たな取組みが期待されていること。」という風に文言をまとめま

した。 
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 続きまして４番目。「聞こえない子どもの手話に触れる機会について」という

ことで、検討会の意見につきましては、「聞こえない子どもが生まれた時に、地

域において、子どもと親御さんが手話も含めて言語を獲得できる環境をどのよう

に作っていくかという視点を持ち、考えていくことが大切ではないか。」という

風な意見がありました。この意見を踏まえまして、提言の内容としまして、「聞

こえない子どもが援護獲得をする重要な時期に、子どものその親御さんが手話を

含めた言語獲得に関する情報やその機会を選択できる環境が必要であり、今後施

策の検討が期待されること。」という風にまとめました。続きまして、大きな項

目３番目。「手話条例の見直し等について」ということで、これまで手話条例の

見直しに関して大きく分けて２つの意見があったという風に思っています。１つ

は、条例を見直すに当たってはまだ早いということで、５年程度、検討をするの

が必要ではないかという意見がありました。また、条例を見直すという視点の意

見としましては、手話の普及ではなく、言語としての手話の理解を広げるために、

条文においてもうちょっと踏み込んだ規定をしていくことが必要ではないかと

いう風な意見、もう１つ、これまでの２年間の経過を踏まえて、条例の見直しで

はなくて、基本的なことを大切にしながら、項目の追加や肉付けという観点で、

市の今後の意欲を見せて欲しい、という風なそんな意見がありました。これに関

しましては、文言としては、「条例の見直しを検討していく中では、条例は現行

のまま、施策の内容を見直ししていくのがよいのではないかという意見があった

一方で、次に掲げる内容を新たに条例において規定する必要があるのではないか

という意見がありました。」という両論を併記しました。 

「（１）手話の言語としての意義について」「条例において、手話は言語であるこ

とをもう少し踏み込んだ内容で、前文又は条文において規定して明確化していく

必要があること。」 

 次、２番目の項目についてですけれども、「条例の推進にあたって、第三者的

な視点から審議するため、審議会を設置する必要があるのではないか。」という

風な意見、「取り組みにあたっては、外部の人の意見を取り入れていかなければ

いけない。」という風な意見がございました。これにつきましては項目としては、

「審議会の設置について」ということで、「条例の推進をしていくにあたって、

第三者の意見や検証を踏まえるために、審議会の設置が必要であること。」とい

う内容にしました。３番目、「条例の目的と施策の整合性について」という項目

ですけれども、意見としましては、「条例の目的のうち、『手話を使用する市民が
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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

う部分は、その目的とそれを実現するための施策が合致していないと思うので、

施策の推進方針の『その他市長が認めるという事項』の規定により何か加えてい

くことが必要ではないか。」という意見。もう１点が「現在サービスを利用して

いないろう者へアウトリーチしていく施策を考えていくべきではないか。」この

２つの意見を踏まえまして、文言の内容としましては、 

「現行条例の制定の目的と目的を実現するための施策の項目に関して、その内容

が合致するものとなっているかという視点で検討する必要があること。」という

風な内容にしました。 

 ４つ目、「提言」についてですけれども、提言書の内容は白紙にしております。

事務局からの説明としましては、「最終的な検討会の提言としてまとめるにあた

って、これまでの意見について、既に整理されているもの及び本日、整理してい

ただく必要があるものについて、考えております。これまで既に整理されている

ものとしましては、多くの意見の中で、施策の課題が浮き上がってきた中で、や

はり施策の推進方針の見直しをする必要があるというものは、これまでの検討会

の議論の中では、既に整理されている内容という風に考えております。また、本

日議論、検討が必要と思われる内容について事務局からとしては、２つ提起して

おります。 

 １つ目は、「手話は言語について」ということですけれども、「手話が言語につ

いての内容について、条例の前文等の改正により文言追加が必要か、必要でない

かという風な意見が分かれていましたけれども、その議論を深めるために、それ

ではこれまで２年間、どういう取り組みがなされてきたのか、またもし今後施策

として取り組むのであれば、どんなことができるのかということを少し議論を深

めていただくことによって、施策としてやっていくべきもの、若しくは、やはり

条例としてそこを文言として追加をしていくべきかという風な、ちょっと深めた

議論が必要ではないかという風に考えています。 

 ２番目、「審議会の設置について」ということですけれども、「手話基本条例を

推進していくにあたって、第三者的な立場の意見を反映させるため、条例におい

て審議会の設置が必要との意見があります。これに関しましては、この意見に対

して条例の見直しが必要ではないという風な議論･意見があったのですけれども、

では果たして審議会という風なものの設置について必要かどうかという風な深

めた議論にはなっていないと思いますので、最終的に審議会の設置について、こ
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の検討会としてどう提言をするのかというような議論が必要だという風に思っ

ています。以上、提言書の作成案について一通り説明させていただきました。こ

の後、また進行を会長の方にお戻ししまして、本日、議論の結果を踏まえて、あ

ちらの方にスクリーンを用意しているのですけれども、文言の修正等リアルタイ

ムで皆さんに見てもらうような形で後半考えておりますので、この後議論をしっ

かりお願いしたいと思います。以上、事務局からの説明でした。 

           

３ 委員意見交換 

【荒木会長】  はい、ありがとうございました。事務局の方から提言の素案について、大変詳

しい説明がございました。この資料の左側が提言書の案ですね、右側がそれに

基づく説明ということになっています。これからその左側、左側の文言につい

て、じっくり検討していきたいと思います。その際は右の説明を参考にしなが

ら議論を深めてまいりたいと思います。 

        はじめに、まず項立てなのですが、ちょっと皆さん見てください。１が「はじ

めに」とありますね。２として「条例を推進するための施策について」そして

３として「条例の見直し等について」で、最終的に４として「提言」となって

おります。１番の「はじめに」の終わりのところを見ると、「検討会として次の

通り提言をさせていただきます」と、つまり２以下がもう提言内容になってお

りますよね、その辺の整合性どうでしょう、まず項立てについてご意見があれ

ば、ざっくばらんに積極的にお願いしたいという風に思います。どうぞ。 

        一番最後に「提言」と持ってきていますけれども、２・３が既に提言内容にな

っておりますので、場合によっては「はじめに」があって、それから「提言１」

あるいは「提言２」があって、最後に「終わりに」というような方向もありま

すけれども、ご意見いかがでしょうか。 

【佐藤委員】  はい。全体を何回も読みました。それで困ったなと思っていることは、全日本

ろうあ連盟が言うには、石狩からスタートして今は条例のある地域が５２。５

２の地域で条例ができています。５２の地域を全体統括して、全日本ろうあ連

盟として方針を出してもらわないと困る、という話を評議会で申し上げました。

「これからどうしたら良いのかわからない」という声が多いのです。石狩市は

市町村で初めて条例を作りました。鳥取県も合わせて２つを参考にできるのか

どうか、そういうような議論がありました。全日本ろうあ連盟からやっと、手

話言語条例に関する考え方、方針というものが出ました。これは鈴木主査にも
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お渡しして、市役所の中でも十分利用していただきたいと申したところですが、

２つを合わせるとほぼぴったり。ほぼぴったり。感心しました。 

        ただ、全国の５２の市町村のトップの人の話を聞くと、特徴的なことが２つあ

る。１つは、鳥取県の知事が「手話革命」と言っています。それを大阪の読売

新聞社の編集委員の立場をお借りして、「手話革命が必要だ」という宣伝を始め

ています。鳥取県ではそれ。もう１つは、田岡市長の言っている内容で、「条例

は社会を変えていくモデルだ」ということ。そのような言い方をしていますよ

ね。どういう意味なのだろうか、ということが１つと、もう１つは、「これは福

祉ではない」というのが田岡市長の言い方。福祉ではなくて、ではなんだろう

か、それはきちんと出てこないけれど、僕も色々考えてみました。そういうこ

とに対して、ある程度の方法、方針を出した方が良いのではないかと私は思っ

ています。 

これを少し調べてみましたが、気がついたことは、気がついたのは最近なので

すが、北海道の各地で話を聞いて思うのは、「手話は言語である」これについて

は誰も反論はしていません。権利条約がスタートしているのだから、誰も反論は

しません。問題は何か。そこでストップしているということです。具体的にどう

いうことなのか、そういうことと市長が言っている内容を合わせて提起をしたい

と、私は考えています。そういうところです。 

 そしてもう一遍、権利条約の精神に立ち返って調べてみたら、権利条約という

のは、福祉の観点から考えているものが多いですね。でも権利条約は違う。人権

の視点があります。権利条約を進める中にはないので、過去の例を調べてみたら

市長の考え方と同じかどうかはわからないけれども、１９６６年に、長いのでま

とめて話しますが、国際規則というのがあり、第２７条に「言語を使用する権利

の規定」、というものがあります。これと関連をして、皆さん聞いているかどう

かはわかりませんが、２０１０年バンクーバーの国際ろう教育会議のことは皆さ

んわかりますでしょうか。一番最初に出たのは、１８７８年にイタリアのミラノ

の会議で「手話は禁止」と発表されて、これが日本にも他の外国にも大きな影響

を与えました。これを撤廃すると決めたのが、バンクーバーの会議です。これま

でに１３０年かかっています。だからこれらの問題を考えるとやはり、教育の問

題は非常に大切だと思います。だから石狩市で条例ができたからといって、短い

間で市民の中に「手話が言語だ」ということが普及するとは考えられません。今

回ある程度普及しているのは新聞社のおかげだと思います。全国各地を見ても、
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北海道新聞の取り扱い方が特に大きいです。鳥取県や他の地域とは違うと思いま

す。こちらのものもあちらのものも見ていますが、北海道新聞の取り扱い方は本

当に大きいです。１面で扱ってくれたり、３分の２で扱ってくれたり、新聞社の

考え方もあると思いますが、そういうことも影響していると思います。だからと

言って、直ちに「手話は言語である」ということが市民の間に普及するかといえ

ば、私はもっと時間がかかると思います。だから、もしもっと早い時間でできる

のであれば、わざわざ条例は必要ないということですよね。そういう面も含めた

整備が必要なのだと思います。一時的なブームに終わらないで、長期的に時間を

かけて、地道に、大変だけれどもやっていくしかないのかなとこのごろ感じてい

ます。 

【荒木会長】  はい、佐藤委員、ありがとうございました。 

佐藤委員は、委員としての立場、それからろうあ連盟としての立場から 

考えていただいて、石狩市のこの条例は大変良い、とお褒めをいただいたので、

我々は自信をもってまたすすめていきたいと思っています。 

 どんなに良い条例を作っても、やはり施策の推進が普及の鍵であり、もっと言

えば、その基になる共通理解となる条例について、今一度きちんと我々は見直す

というか、検討する必要があると、やっていますので、ぜひ、今事務局から提言

のあった左側について、少し具体的に佐藤委員の理念を基にして、具体的に一つ

一つ文言の整理をしていきたいとそんな風に思います。 

 ちょっと戻りますけれども、改めてこの項立てはいかがですか？ １．はじめ

に、２．３．４までありますが、ご意見をお願いしたいと思います。伊井先生、

いかがですか？ 

【伊井委員】  この最後の提言というのは、要約的な感じでここに載っているのですか？ 

【事務局鈴木】 先ほど、会長からも、１番目提言ということで、全て提言に当たるのではない

かというお話もあったのですけれども、今の作り方としましては、２番について

は、「検討が必要である」という風な表記をしているので、これ自体もすぐ提言

になるのではないかというようなことなのですけれども、実は３番目、「条例の

見直し」に関しては、両論を併記している形なので、ですから結論ではないので、

２番目の「検討が必要であること」３番目の「条例の見直しについて」最終的に

提言書の結論としてどうするのかという風な、そういう記載が必要だという風に

考えています。ある意味、２番目･３番目は、これまで議論の出てきた内容を全

て表記していて、２番目、３番目を受けて４番目の最終的な提言としての結論と
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いう風な形で、今作っているという形なのですけど。 

【伊井委員】  私、他の分野の提言書を読んだことがないのですけど、大体こういう形式なの

ですか。 

【荒木会長】  伊井先生のイメージをお話していただければ。 

【伊井委員】  いえ、こういうものなら、こういうものとして読めるかなとも思えますし･･･。 

        先ほど鈴木さんがおっしゃって下さったことは、ここに両論併記をされている

ところも、どちらかの結論をこの検討会で出して提言する、ということなのです

ね。 

【事務局鈴木】 そこも踏まえてですよね。どういう内容にするのかということですけれど。こ

のままだと「こういう意見がありました。」という風なことで終わってしまいま

すので、「では、結論としてはどうだったのか？」ということが今、見えない内

容になっていますので。他の提言書の構成とかはあまり参考にしていなくて、こ

れまでの議論を踏まえた項目整理をしてきたので、この提言書の構成について、

このやり方、表記の仕方がどうかと言うのは、コメントしづらいのですけれども、

今、事務局として･･･ 

【事務局三国】 他のも千差万別ですけれども、当然序文があって提言、という形で１つの検討

会なり、審議会、懇話会などの意見を出して、中にはちょっとどうしてもこのま

ま埋もれてしまうのは惜しいような意見が少数意見なり附帯意見という形で最

後付記する、というやり方もありますし、今回案として作らせていただいたのは、

ある程度今までの検討経過が見えるような形のほうが望ましいのかなというこ

とで、全体の議論の中身を１回中身をお見せした中で、トータル的な提言をまと

めたほうが流れ的に良いかと思って、こういう形を提案させていただきましたけ

れども、それはこの会でどちらの方のスタイルを、というのはお選びいただけれ

ばいいのかなと。 

【荒木会長】  いかがですか。舘浦さん、どうぞ。 

【舘浦委員】  意見なのですけれども、今説明を聞いて項目立てというのはわかったのですけ

れども、２と３については今まで出た意見のまとめというか、経過ですよね。１

の「はじめに」の最後の文が「検討会として次の通り提言をさせていただきます」

という文で、次が２番目になっているので、２番目の「施策について」とか、「条

例の見直し」等についても、提言のうちの１つの項目に一瞬思ってしまうのです

よね。ですので、例えば、「これまでの検討会で出た意見のまとめ」とか「経過

について」みたいにして１番、２番とあって、最後まとめた「提言について」と
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いう方が、読んでいてなんとなく理解しやすいかなと思いました。皆さんがおっ

しゃるように経過は色々な意見が出ていたのでお伝えした方が良いかなとは私

も思うのですけど。なんとなくちょっとだけ勘違いしそうだな、という風に感じ

ました。 

【荒木会長】  はい、今の舘浦委員のご意見は、ここにあります２と３ですね、これは「審議

の経過」とか、そのような標題で２と３を付け加えて、４として「提言」の中で

この検討会の方向性ですか、それを打ち出す、と。特にまた附帯事項があれば、

反対があればそれに付け加えるような形で、というような意見ですけれども、い

かがですか。他の意見はございませんか。 

 指名しませんので、どうぞ積極的に思うことをどんどんお話いただければと思

います。 

指名しないといって指名したら怒られますね。生田委員、いかがですか。 

 あ、ごめんなさい、どうぞ。玉手委員。 

【玉手委員】  ２と３については出された意見ですので、内容を練ってはいないのですよね。

練ってというか深めてもいないので、多分受け止め方、例えば２の（２）の拠点

づくりという風になっていますが、その拠点のイメージも多分論議はしていない

のでまちまちだと思うし、それから私も審議会のことは今日お聞きしたいと思っ

たのですが、審議会の中身も、佐藤委員からも出されていましたけど、具体的に

はどういうものなのかもう少し練っていただく必要がある、と思っているので、

今、舘浦委員が言ったとおり、出された意見として述べていて、最終的にここで

まとめたものを提言としていく、という形が良いと思います。 

【荒木会長】  はい。ありがとうございました。その他の方、どうですか。ご意見、ございま

すか。 

【伊井委員】  今のご意見に付け加えることになるかと思うのですが、その根拠というか、や

はりこういうことにはある程度の論拠があって、つまりは「今まで２年半の間で、

こういう現状認識をしていて、そこにはこういう課題がある」というような意見

が出たので、今後こういう方向性が必要ではないか、という３段階があって、一

番最後のところが「提言」になっていくのではないかと思うので、前段階では現

状認識と「こういう課題までが話し合われた」そしてそこに対して「こうこうこ

ういう意見がある」という流れがある程度わかったほうが良いのではないかと思

うのですが･･･。 

【荒木会長】  ちょっと具体的にいかがですか、項立てはそういうことになりますと。 
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【伊井委員】  これをもちろん、まったく変える方法もあると思うのですが、この項立てで

いくのであれば、それぞれの項目で現状を書く文章と、課題を書く文章と、「こ

うこうこういう方向性で」例えば「一層推進する」「こうこうこういう手段で一

層推進する」という３つ入っていれば、これでも良いのではないかと思います。

で、最後に「提言」の部分だけ要約的なというか、わかりやすいように列挙し

ていくという方法もあるのではないかと思いました。すみません、口だけで言

ってもあまり･･･ 

【荒木会長】  いえいえ。今のところは共通化を図ると。これを原則たたき台にしますと、

はじめと言いますか、現状認識等々があって、その次に議論の経過、審議の経

過があって、最後に審議のまとめといいますか、「提言」という形で、大体その

方向でよろしいですか？ 色々つめていくと色々な問題があるのでしょうけれ

ども。 

 それとここで一番問題になるのは、「はじめ」だとかそれから、「審議の過程」

については、２と３についてはここにありますよね原版が。ですから後は文言

の修正で可能ですけれども、最後「提言」のところですね、それを少し方向性

を出していく必要があると思いますけれども。 

 事務局にお尋ねしますが、提言の方向については一本化した方がよろしいで

すか？ 併記する方法もありますよね。いかがしましょう。 

【事務局三国】 伊井先生のおっしゃることは良くわかるのですけれども、個別にその部分が

「現状」「課題」「方向性」とよく計画では作るのですけれども、この会議の意

見から作られる、先ほどおっしゃったものによっては、議論が深まっていない

もの、または深まっているもののバランスが結構ばらけているので、押しなべ

てという形にはなかなか作りづらいのかな、と。この項目立てごとに･･･ 

【事務局鈴木】 作りとしては限りなく皆さんの議論を「こういう議論がありました」という

風なことをひろい上げて作っていますので、むしろ本日さらにそれぞれの施策

について、新たな取り組みとして本当に必要なのかどうかということで議論を

していくという風になると、なかなか本日だけではいかないでしょうし、議論

の仕方として、ここに挙げた項目について深めていくとしたらどうしたら良い

のかな、という部分は、ちょっと事務局としても「こういうやり方」というの

はすぐ思いつかないのですけれども、少なくともこれまで色々意見を言われて、

何と言うのか、そこまで議論を深めてきていなかった部分がありますので、も

しやるとしたら、これまでの意見を全て整理していますので、必要性いわゆる
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「提言」としてそこを提起していくのかどうかということをここで議論してい

くしかないのかな、と。 

【事務局三国】 項目立てじゃなくて、総じてやるとすると可能かな･･･。総じて「現状として

の課題・認識」としての意見はいくつかあったのでそれを並べる。 

【事務局鈴木】 そうですね。 

【事務局三国】 項目立てで分野別にしてしまうともう、それはもう熟度が全部違ってしまう。 

【事務局鈴木】 それともう１つ、意見はかなり個別に意見を少しこう、包括的な意見に一応

左はまとめているつもりなのですね。それを含めて、さらに施策をしていくと

いうことになると、細かい部分になっていくと思うのですけれども。これ項目

立てしているというのは、これをひとつの文章でまとめてしまうと、何が必要

なものなのかっていう事が非常にわかりにくくなる。そこに課題であったり、

現状評価も含めて表記するということになると、さらに当然時間もかかります

し、そこはむしろ検討会の議論の背景を踏まえて、最終的に「提言」としてど

ういう文言でまとめるかという風な形にしていただければ助かるなという風に

思います。 

【荒木会長】  どうぞ。 

【町田委員】  つまり、私もちょっと玉手さんの意見とか伊井先生の意見とかと同じという

か、同じと言うのかな。自分が納得できないままで、納得できないというのか、

深くわからない、わからないと言うか、何と言うのか、意見が色々出て議論さ

れたというものがまとめて載っている、それがその「提言」という形で載って

しまうということに対して、なんとなくこう、違和感、違和感というか、納得、

納得できないというのか何と言うのか、だから、落ちない。落ちない。で、文

言、言葉をじゃあ変えるっていう時間もかけられないというのであれば、文言

を、変な言い方ですけれども、こういう議論はあったけれども、ここに、この

問題、内容に関しては議論が深まってないし、みんなの同意もないのだから、

極端に言えば抜いて、省いてしまうですとか、そういうことをしなきゃいけな

いのかなって、思ってしまったのですよね。 

【荒木会長】 なるほど、よく、それぞれね。それではですね、色々なやり方がありますけれ

ども、原案がありますのでこれを確認しながら、これはそのままで良いのか、

あるいは付加するのか、無くした方が良いのか、つめていきませんか。１つ

ずつ。 

【町田委員】  今日で終わりなのですか。提言は、今日終わって出さなければいけないとい
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う･･･。で、ないのであれば、前回もちょっと意見としてチラッと聞いて私、ち

ょっとわからない部分もあったこと、その現状を、２年半経って今、実際どう

なのか、というろう者の生の声ですとか状況というのも、皆さんにもやはり知

らせた上で、載せる･載せないは別として、というのも聞きたいなと思ったので

すよね。松本委員も前回終わった後に、ぼそぼそ言っていたものを｢発言したら

良かったでしょう｣というものもあったりして、そういうものも聞いた上で、｢あ

あ、この文章は載せたほうが良いな｣ですとか、ちょっと玉手さんの方から例と

して出された｢拠点｣ということに関しても何なのかな？という･･･。大切なのは

わかる。大切はわかるのだけれども、ちょっと具体性がわからない、見えない

というのがあって、そのまま提言書ってかまわないのかなっていうのが自分の

中の、おちない部分なのですよね。でも時間かけたらダメだよというのであれ

ば、どうしたら良いのかなと。 

【事務局三国】 ここだけで言うと、別に時間をかけたからもうダメだよ、タイムリミットだ

よ、そういう 0：100 の話ではないと思っています。ただ言えるのは、この検

討というのは｢概ねこのくらいの回数で意見をまとめていきましょう｣というこ

とでスタートしていますので、基本やっぱりおのずと限界がある。ですから、

やはり｢ここが足りないからもう一回増やそうね｣という時に先を見通した中で

いかないと、中々いつまでも結局まとめるというのはやはり皆さん意見が違う

ので、必ずでると思うのですよね、これは。 

【荒木会長】  特にこの｢手話｣に関しては、それこそ色々なお立場だとかそれぞれの考え方

でずいぶん多岐にわたっていますので、それを集約して結論を出すのも中々難

しい面があります。ただ佐藤委員が言ったみたいな方向性と，委員の皆様の疑

問点ですか、それをなるべく集約しながら同じ方向性を持って考えていったほ

うが良いという風に思いますので、これ議論をしていても中々大変なので、ち

ょっと文言を見てみませんか？ここについては･･･ 

【事務局鈴木】 会長、ちょっとすみません。１つだけちょっと整理したいのが、皆さんの今

のお話でいきますと、これが全て｢提言｣という風に受け止めている形になって

いるようなのですけれども、あくまでも「検討の経過でこういう意見が出まし

た」という風なことでいきますと、ここに掲げている項目イコール提言ではな

い、という風な、そういう構成にしてくださいという事ですよね。で、最終的

にここに掲げたそれぞれの、例えば施策についてですけれども、最終的には今

ある施策の推進方針に含まれるのであれば、含まれる必要はないよね、という
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ことですし、そこにはない新たな視点としてさらに今後取り組んでいく必要が

あるという風なことでいきますと、今の施策の推進方針とこの出てきた意見が

どうなのかという風な部分が、そういう視点でも確認等が必要になるかなとい

う風に思います。事務局からは以上です。 

【荒木会長】  はい、何かこれに関連して、何かご意見はございますか。 

【伊井委員】  提言の、このイメージとしておそらく２つあるのではないかと思うのですが、

１つ目は、これまでの議論の流れを集約するとどうしても抽象的な提言になる、

と思うのですよね、それが１つと、あと、もう１つはそれこそ、それぞれの施

策の方針が、「こういうのが足りないのではないか」というのが結構、具体的な

提言をしていくっていうのが、２つがあると思うのですが、これは、もちろん

両方含めるっていうのもあると思うのですが、この辺のイメージをおそらく共

有していった方が提言がまとめやすいのではないかなと思うのですが。 

【荒木会長】  事務局のイメージはどちらですか？ 

【事務局鈴木】 事務局のイメージとしましては、施策の推進方針に関して「こういう項目が

新たに必要です」という風な具体的な提起、もう１つが、手話条例の見直しに

関して必要かどうか、必要であればどういう内容か、という風なものがはっき

りした提起になるのかなと思いますけれども、こちらの方で最初に提言した内

容としましては、手話条例が取り組んでいる施策･条例について検討をしていた

だいて、それに対する提言をしてくださいという風なことで、施策と条例の内

容についてこれまで検討してきた。最終的にそれで「見直しをする必要がない」

という風な結論なのか、「見直しを何かする必要があるのか」という風な、そこ

がやはり検討会としてのゴールという風なことで捉えていますので、やはり具

体的なもし提起をしていただけるのであれば提起をしていただきたいという風

に考えています。 

【荒木会長】  今、事務局から先ほど原案が出ておりますけれども、それに基づいて議論す

るのであれば結構先が見えますけれども、そうでないと中々先が見えませんけ

れども、いかがですか。まず、事務局のあそこにあれありますよね。左側です

か、左側が一応提言の骨子といいますか、提言内容だと思いますので、ちょっ

とそれを読みながら、「ここは共通理解を図っていないや」とか、「ここは違う

よ」っていう形で具体的に考えていきませんか。あと項目的に文字を変えると

ころがあれば変えるとして、ちょっと見ていきませんか。具体的にね。例えば、

「私たち検討会の委員は、」日付が入りますね、「平成何年から何年何月から何
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回に渡り石狩市手話に関する基本条例の内容、施策等のあり方について、意見

交換及び審議をしてきました。」意見交換というのは何でしょう？「について、

審議をしてきました。」とは違いますか？ これ入れた方が良いものでしょう

か？ 

【事務局鈴木】 いや、もし、あくまでも「審議」ということであれば、必要のない文言とい

うことで、無しでいいと思いますね。 

【荒木会長】  ちょっとその辺ですね。あと、「検討会においては、手話基本条例における主

要なテーマである『手話は言語』」っていうのが基本条例の主要なテーマ…必ず

しもそうではないですよね。もう「手話条例で『手話は言語である』という見

識」というか、「『手話は言語である』との認識を深める」という形に振り替え

られますけれども。あと、「髙田栄一氏の講演会を拝聴し」というと、何か『拝

聴』というと崇拝しているようですので、やっぱり一般的に説明を入れて、「何々

の誰々の講演を聴く」とか、あるいは具体的な例としてあるいは実例として何々、

というようなことで進めていく必要があると思いますけれども、それでいかが

ですか？ ちょっと具体的に突っ込んでいきましたけれども。そんな風にして、

詰めていきたいと思いますけれども。始めの所どうですか、気がついたところ

はありませんか、それぞれ。また後で１つずつ･･･ 

【加藤委員】  先生、そのやり方をしていたら、ものすごい時間がかかると思います。ですか

ら、先ほど事務局の鈴木さんが言われたような形のまとめで、コンセンサスの入

っているところとしては、この条例をまず見直すのか、見直さないのかというこ

とですので、２年半ではまだ短いのではないかということが大体の意見なのだと

思うのです。ですから、まず結論としては、これは僕の意見ですけれども、２年

半なのでまだ見直す必要はない、と。その下の段落･･･、施策の内容について現

在もあるのだけれども、こういう部分としては不十分なので少し検討していく必

要があるのではないか、というようなまとめ･･･になっていくのでは。提言とし

ては。 

【荒木会長】  ただ、その時間的なリミットなのですけれども、それをやるとさらにまたこの

議論を踏まえて、次回の提案になりますけれども。時間的なものも気になるので

すが。 

【加藤委員】  それはどうですかね。そのような形に持っていった方が、時間的には。そして、

施策のところで皆さんの意見として大多数が「これはそうだな」と皆さんが納得

できれば、短時間でまとまるのではないかな、と。今、先生が言われた、文言の
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一字については１個１個については、もう一回最後の時かな、ちょっと、単純な

誤脱というのはありますので、それはちょっと委員から鈴木さんの方に送るなど

して、事務局の方で整理していただいて･･･ 

【荒木会長】  それもちょっと大変ですけれどもね、まとめるのね。事務局で･･･ 

【加藤委員】  委員もそんなに多くないですから。 

        そして、まずその大枠のところで、見直すのか見直さないのか、ということと、

それから施策の推進のところで、今まであるものではなくて、審議の中で出てき

た、こういう部分を付加することが考えられる、という提言のほうが、提言らし

くなるのではないかと思うのですけれども。 

【荒木会長】  加藤委員から貴重なご意見がありましたが、いかがでしょうか、皆さん。 

【佐藤委員】  ２年半前にも条例検討会の時に、「将来見直す」ということについて、支障が

あると思っていたのだけれども特になくて、国の方向が出るかどうか。国に対し

て私たちの運動というのは「手話言語法」の制定を求めています。全国１００％

の意見書採択がありながらも、まだそれは進みが遅い状態です。だから国を動か

すには、結局地方から盛り上げて作っていくしか方法がないという風に思ってい

ます。それで市区長会を作りました。知事会も作りました。そしてそこから国を

変えていく、国が変われば当然石狩市にも影響があります。その段階でこのよう

な検討会が必要になるというようなイメージでした。でも実際は２年半あっとい

う間に経ってしまい、何もわからないまま進んでしまい、見直しとなってしまい

ました。だからこのまま条例を変えようという気にはなれないです。そういう気

持ちは起こらない。但し、２年半前と違ってわかったことがいくつかあると思い

ます。「手話は言語である」ということ、それはどういう意味なのか、「言語とコ

ミュニケーションの違い」このようないくつかわかってきた部分もあります。そ

れはあえて条文を変えるのではなくて、理解を深めていくために今後の３年間を

やっていけばいいのではないか、と思っています。それが私の意見です。 

【荒木会長】  佐藤委員の方から、「条例は変えないで」という提言の意見がありました。 

ちょっとここで５分間、休憩しましょう。４５分から再開したいという風に思

います。５分間休憩します。 

—休憩— 

 

【荒木会長】  では、再開してよろしいでしょうか。 

        私、色々な日程的なことを考えたりして、まとめよう、まとめようとしている
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という意識がありますので、少し心を開放して考えていきたいという風に思い

ます。ちょっとざっくばらんに言いますけれども、「条例を改正する」「改正し

ない」とありますよね、正直に言って。ただこの第三者の審議会というのは、

作るのに反対の方はいるでしょうか？審議会の中身にもよりますけれどもね。

例えばこういう審議会を、今は６回とか決めていますけれども、１年に１回開

くとか、二回開いて、その年度の課題だとか現状についてまとめるだとか、そ

ういう１年に何回か開くというそういう･･･審議会のようなものを作って、３年

に一遍じゃなくて、毎年毎年現状と課題について押さえていくと。そういうこ

との中で、条例の改正がある必要があると言えば、３年、５年かけて改正する

と。そういう審議会というご意見があったのですが、その審議会自体はどうで

すか？反対の方はいますか？ 

【舘浦委員】  その審議会のイメージというのは、こういうメンバー？ 

【荒木会長】  そのメンバーというのは市のほうで決めますので。多分私なんかはバッテンで

いないかと思いますけど。そういう審議会ですね。専門家を交えた、こういう

審議会でやっていく、というので、どうですか？異論のある方、いますか？ 

【伊井委員】  すみません、１つよろしいですか？おそらくその、「審議会」というイメージ

の共有も、ある程度していく必要があると思うのです。ただこう、施策を見直

すとか、評価するというのであれば、審議会でなくても良いですよね。諮問が

あって答申がある、みたいな感じなので、そこまで必要か･･･ 

【荒木会長】  「審議会」という名前に、どうしたら良いかは別ですけれども、今先生がおっ

しゃったように、「諮問」ではなくて、その年度、年度の現状と課題について、

何かいいあれがあります？「審議会」じゃなくてそういう･･･。なんて申すので

しょうね。 

【三国部長】  通常「審議会」となりますと、いわゆる専門の諮問機関を指すので、条例事項

になってくるケースが多いのですよね。 

【荒木会長】  そうですよね。 

【事務局三国】 今ここで「審議会が発足すべき」という意見が出るとなると、いわゆるこの手

話条例の見直しに当たってもっと専門性を高めようという意見があるのであれ

ば、そういった意見になると思いますけれども。 

 今回のこういった、何ですか、過去の２年半の取り組みを振り返った中で、ま

たいわゆる携わっている方たちを中心として、次のステップの施策に対しての意

見等の検討であれば、その辺のいわゆるその…市民との･･･なにと言いますかね、
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会合というのか、懇談会もありますし、検討会もあるし、ワークショップ的なも

のもあるでしょうし、色々あると思うのです。 

【荒木会長】  その「懇談会」、こういう雰囲気のですね、検討会じゃなくて、こういう･･･ 

【事務局三国】 この議論を毎年やってもいい、のではなくて、毎年やるってことはかなり頻度

が高いですけれども、それでも毎年が良かったのか、それとも２年か３年位でも

う一回ぐらい２・３年後にそういった施策の確認というのが必要ではないかと、

こういう作業の中で、というのはありますし。その辺なのかなとは思うのですよ

ね。 

【荒木会長】  伊井先生もおっしゃっていた･･･ 

【町田委員】  手を挙げています。 

【荒木会長】  ごめんなさい。はいどうぞ。棟方委員。 

【棟方委員】  今回は、石狩市の手話基本条例の検討会に関するスケジュールを最初にいただ

いていますよね。私、この期間の中でどのようなことをするのかなって、まずそ

ういう形でいただいている時に、自分で認識しながら１回目から始まっているの

ですけれども、一番最初に、最後の施行期日っていう、手話条例に、一番最後の

方ですよね、「市は条例の施行後３年を目処として、この条例の施行の状況に検

討を加えその結果に基づいて、必要な見直しを行うものとする。」っていう項目

があるのですけれども、今回、先ほど佐藤委員も言ったように、全国に先駆けて

条例に取り組んだので、今回２年半を目途に見直しをしている、っていう風に私

は認識しているのですけれども。ここの中で、検討事項が入っていますよね。で

すからこの「審議会」ってなると、ちょっと私は重たいなという風に意味を考え

ていて、これは「検討会」ないし、市民の意見をもらうというのであれば、パブ

コメにはなるのですけれども、最近のパブコメってあまり出てない状況の市の部

分で、ある、という風に考えた時に、当事者の意見を聞く場、でもいいですし、

「検討会」というような形にした方が、わかりやすいのかな、とは思いました。

本当に「審議会」の設置をしてしまうと、本当に先ほども言われましたようにメ

ンバーもそうですし、どのような意見が出てくるのか、またそれをどのようにま

とめて条例に反映していくのかな、というのがちょっと、私これを読ませてもら

った時に考えた部分と、生田先生の方からも「手話は言語である」ことを明記す

べき、というのを何回かおっしゃられていた部分を、やっぱり前文に重きをおい

た文言が必要ではないのかなって。この条例って言うのは、福祉的な条例ではな

くって、「手話はあくまでも言語ですよ」って言うことを最初に市長はおっしゃ
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っていたと思うのですね、今もそれはでていますし、それは普通に手話言語法が

できる課程の中では、すごく石狩市は大きいというのはすごいものがあると思う

ので、検討会っていうのはやはり定期的に、１年に１回でも２回でもやるべきで

はないかなっていう風に私は考えます。 

【荒木会長】  「審議会」ではなくてこのような形でですね、ざっくばらんに、毎年か何か開

いて定期的に開いて、意見を集約するという形ですね。少し安心しました。審議

会ですと、審議会を設置するとなると、条例自体を変えることになるので、そう

すると「条例を変えない」「変える」ということがまた別問題になりますので。

ちょっと整理しましょう。 

この条例、２年半に渡って条例今まで施行されてきましたけれども、本当に石

狩は進んでいて、全国のお手本になっているという形で、色々これから施策の方

向性だとか、もっともっと煮詰めていくことがあると思いますけれども、現段階

では、「今の基本条例を変える」という必要のある方、いらっしゃいますか。条

文自体を変更しなければいけない、と。 

【生田委員】  すいません、生田です。その条文というのは前文も含めてということですか。 

【荒木会長】  含めてです。はい。で、施策の方向の中で、例えば条文を変えないと言いつつ、

この提言の中にもっと「手話は言語である」という認識をより強く深めていく必

要がある、など提言書の中には、強烈な意見を書いても良ろしいですし。もっと

個人的に言いますと、石狩の手話基本条例をもとに全国でがんばっていますよね。

お手本にしてやっています。そうすると、今変えると「あれ、石狩ってそんなに

弱かったの？」って、そんな風に思われないとも限らないですよね。読み方によ

っては、「手話は言語である」と、これだけきちっとうたっている所は、私はそ

んなにないと思っていますので、生田先生のおっしゃったことも良くわかります。

それは抜本的に例えば３年後、５年後に手話、いわゆる手話基本条例じゃなくて、

別な文言の中できちっと「言語条例」だとか、そういう風に変換した時に、より

強い形で変えていく必要があるのかな、と思いますけれども。全国に先駆けて石

狩が今リーダーシップをとっているこの条例自体は、精神的には色々な思いがあ

るけれども、条例自体は、まだ少し、もう少しその献じても良いと思いますけれ

ども。いかがですか。もっと言えば、「条例は変えない」という方向で共通理解

に立てますか？ 

【佐藤委員】  東京の会議で、意見が２つに分かれました。「手話条例」なのか「手話言語条

例」なのか、意見が結局分かれて、市区長会は「言語」をつけたと思います。知
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事の会ではちょっと違いますけれども。これについては何も今は急いで結論を出

さなくても良いのではないでしょうか。国の方で手話言語法ができた段階で考え

ても遅くないと思います。そういうことで全国の自治体の判断にゆだねるという

結論になりました。 

【荒木会長】  という情報いかがですか。市長さんもリーダーシップを取ってやっておられま

すので。石狩の条例は、色々な議論がありますけれども、条文自体は変えないで、

将来「言語条例」だとか、国、今、道でも検討していますけれども、国などでも

そういう方向が出た時にそれこそ改めて審議会を設置してやるだとか、そういう

方向性だけは共通理解に立っていきたいと思いますけれども。それでよろしいで

すか？この石狩の手話条例については。 

【佐藤委員】  中国の場合は、「手話」ではなくて「手語」。韓国の場合は覚えていないけれど

も、「手話」というと紛らわしいから「語」をつけよう、と。つまり生田先生が

考えたように「語」をつけた方が「手話語」とした方が良いのではないか。日本

の場合はまだ決めていない。だから今石狩市でそれを深く考えても仕方がないの

ではないか。そういう情勢に合わせて考えても良いのではないか。 

【荒木会長】  そうですね。じゃあこの検討会の委員の皆様の意見として、またこれから少し

詰めていきますけれども、全体の流れとしては、手話条例自体はもう少しそのま

まだと、そういう認識で良いですか。生田先生、少しご不満では。その思いは･。 

【生田委員】  反対意見として聞かれると困るのですが･･･ 

【荒木会長】  はい、賛成意見として述べてもらえると。いやいや、どうぞざっくばらんに。 

【生田委員】  附帯事項、ということでも結構ですし。 

【荒木会長】  そうですね。 

【生田委員】  これからもう、来年授業が始まると、迫っているものですから、生徒は、この

石狩市の条例、これも教科書になります。それからこの手話言語法案、これも教

科書になります。で、教科書としてやっていく中で、やっぱり手話が言語である

根拠ってどういうところから読み取れますか、って言われると、やっぱり読み取

れないのですよね。根拠に薄くて。で、権利条約があるから、とか、障害者基本

法で手話が言語に含まれたから、ということしかないのですよね。中身としては。

なのでこの前文を変えないとしても、そういったところが石狩市からなのか、ど

こからなのかわからないですけれども、強烈にそこをちゃんとしっかり子どもた

ちに教えてくださいというようなプッシュが欲しいのですよね。 

【荒木会長】  今のようなことは、例えば附帯事項の中で載せる、という方向もございますよ



23 

 

ね。ちょっとそういう方向で押さえていきたいと。 

【佐藤委員】  そういうことですよね。条例はこのままにして･･･迷ったのだけれども･･･ 

【荒木会長】  このままでいきましょう。 

【事務局鈴木】 すみません、時間のない中、ちょっとしゃべらせてください。 

【荒木会長】  はい、どうぞ。 

【事務局鈴木】 今の生田先生の応援的な意見として、させてください。 

２年半前に条例を作って、やはり「手話は言語」ということをどうやって伝え

ていけば良いのかということを、ある意味市が色々な人と話をしながらずっと考

えてきました。確かに条例の前文はそれを象徴する文言で、生田先生のその象徴

的な文言を追加、というのはよく気持ちとしてわかります。で、やはり２年半や

ってきて、重要なのは「知らない人にわかりやすくどうやって伝えていくか」と

いうことに力を注ぐということが非常に大切だと。で、こういう冊子を作ってい

ったのですね。じゃあ、つきつめると「言語」は私たちにとって何なのだろう、

という風な、すごく難しいテーマなのですけれども、今、石狩市の現状は、「言

語って何だろう」と考えていた時に、先生がおっしゃっていた、決して「コミュ

ニケーション手段ではなくて、人は言語で物事を考えている」という風なこと、

これは日本語を使っている方、手話を使っている方、英語を使っている方、それ

ぞれ自然に物事を考えているから、手話が考える、言語で考える、ということは

意識していないのだけれども、今、小学生とかには通訳してくれているけれども、

ろうの方は手話で物事を考えているから通訳が必要なのだよ、という風なこうい

う説明をしています。ですから、条例の理念、哲学であったり、「手話は言語」

をどうやって伝えていくかというと、やはりここはどうわかりやすく、というこ

とでいきますと、私としてはやはり具体的な、今、施策の推進方針についてはそ

こはわからなかったので、「手話は言語」ということをどうやって伝えていくの

かと、項目は入っていませんけれども、そこをもし附帯意見として盛り込むので

あれば、合わせて今後の施策としてそこを皆さんが必要なことだっていうことで

あれば、取り組みとしてやっていこうという、そういう盛り込みをしていくって

いくことも１つの方法かな、という風に、２年半をやってきた事務局の立場とし

てお話させていただきます。 

【荒木会長】  はい。何かご意見ございます？ はい、どうぞ。 

【棟方委員】  すみません。目的の１条のところに「手話を使用する市民が、手話により、自

立した日常生活を営み、社会参加をし、及び心豊かに暮らすことができる地域社
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会の実現に寄与することを目的とする。」っていうところで、これ実際に施策と

この２年半の間にリンクしているのか、どれだけ広まったのかっていう部分の中

で、やっぱり杉本さんが提案していた｢事務所が欲しい｣っていう部分は、すごく

重要になってくると思うのですね、事務所の設置っていう部分の中で、位置づけ

っていうか、人の部分の声も色々な形でも聞くことができますし、先ほど、これ

から検討会っていう部分を１年に１回か２回っていうようなお話も会長の方か

ら出ていましたけれども、そのためにもやはり拠点作りの事務所となる、人が集

まる場所っていうのは必要不可欠なものではないのでしょうかね。これを検討会

の中で出していただければ、ある程度市民に地域社会の中での、わかっていただ

ける場所って言ったら変ですけれども、１つの目安にはなるのはないかなと、サ

ークルの形で活動はもちろんしていますけれども、事務所となるとまた拠点です

から、１つの拠点になりますから、今回はそういう部分のをもし検討の部分で出

していただけれれば、これは予算もかかることですから、簡単に通るものではあ

りませんけれども、でもすごく重要ではないかなっていう風に、私は、意見を聞

いた時に思いました。それは目的の中にきちんと入るのではないでしょうか。 

【荒木会長】  なるほどね。わかりました。 

        はいちょっと、まとめていきますと、手話条例、今２年半経っていますけれど

も、これについては今後も継続するという全体のいわゆる共通理解にたっていい

と思います。あと審議会については、検討会というような形で条例改正ではなく

て別枠の中で検討会のようなものを設けて、その都度現状などについて話し合っ

たほうが良いということもあります。 

        具体的には、この｢条例の見直し等について｣ということでここの３ページにあ

りますけれども、結論的には提言の中では、条例は特にこのまま継続するという

風になったとしても、この見直しの問題点については今までの議論の中でも出て

いますからね、これらは載るとことになってくるという風に思っています。 

 ちょっと時間の関係で、ちょっと具体的な中身にちょっと入っていきたいと思

っていますので、ちょっと資料の１を見てください。ここの２の｢条例を推進す

るための施策について｣ということで、もう一度共通理解を図っていきたいとい

う風に思います。この（１）ですね、まず。｢手話やろう者に触れる機会等につ

いて｣それから（２）が、「市民による手話やろう者を理解するための支援につ

いて」それから（３）「事業所における取り組みについて」（４）「聞こえない

子どもの手話に触れる機会について」ということで述べてありますけれども、こ

こを確認していきたいという風に思いますね。 

        まず１番目の｢手話やろう者に触れる機会等について｣ということで、アですが、

「現在学校において行われている手話授業の取り組みに関し、子供たちが小学校

及び中学校において、継続的かつ体系的に学ぶことができる環境を作ることが大

切であり、市は、教育委員会や学校と連携しながらその取り組みを継続して支援
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していく必要があること。」とありますが、生田先生、高等学校はいらない？ 

【生田委員】  どうなのですかね。 

【荒木会長】  この辺はどうですか。皆さんはこの辺どうですか。共通理解に立ちたいと思い

ますが、（１）の触れる機会について、アですが、これ、どうですか。大体この

ままで良いのか、ここをこういう風に変えたい、いやいらないのじゃないかとか。 

【生田委員】  ここは｢中学校卒業後も｣ぐらいで良いかな、と思うのですけど･･･。 

【荒木会長】  ｢小学校及び中学校｣じゃなくて。 

【生田委員】  もし訂正するのであれば。ちょっと堅苦しい話で言えば、結局石狩市に高校は

２つありますけど、両方とも道立なのですよね。それが市の条例の文言に出てく

るという、あ、条例じゃない、提言にでてくる、というのが･･･ 

【荒木会長】  もう１つをどう考えるかですか。 

【生田委員】  違和感がなければ。高校という。あるいはまた｢地域の学校｣という包括的な書

き方でもかまわないのですが･･･ 

【荒木会長】  これ中々教育の分野に入り込むというのは難しい面がありますけれどもね。 

【加藤委員】  「現在の学校において」っていうことありますよね。｢学校｣出てますので、話

し合いの中で、「幼稚園」とか「保育所」出てきましたよね。それから｢高校｣

出てきましたよね。社会教育の言葉では、幼児期とか青少年期ってあるのですよ。

そうするとかなり包括されるのですよ。そうしたら幼児も入るし高校生も入る。

だからこの最初に文言の｢現在の学校において｣というのは現実として問題ない

ので、｢幼児期・青少年期において継続的｣というのは先生の･･･ 

【荒木会長】  かえって学校名じゃなくて、発達段階の文言を入れる、と。 

【加藤委員】  そういうのが非常に良い。 

【荒木会長】  この辺、いかがですか？よろしいですか？ 

【加藤委員】  これは社会教育で使っている用語ですから。 

【荒木会長】  そうですね。先生はお詳しいでしょうから･･･。 

        その辺テリトリーを広げて、文言的には、生田先生、よろしいですか？ 

        あと、良いですか？全部広げてね。もっと言えば、幼稚園、小･中･高全部広げ

ていこうよ、という形で。ただ学校名出すと縛りがありますので、色々難しいの

で･･･。大体よろしいですか？そういう方向性で。 

【棟方委員】  ｢幼児期から青少年期｣ですね。 

【荒木会長】  文言についてはあとで詳しく。イメージとしてはこういうイメージで、という

ことで。 

【加藤委員】  ｢幼児期・青少年期｣といえば、かなりの期間が入るわけですから。 

【荒木会長】  そうですね。では（イ）はそういう面で共通理解に立ったということで、（イ）

ですね。イを見てください、次に。「市内において、子どもが手話やろう者と触

れ合う機会については、地域間においてその差がある現状を踏まえ、学校以外の

場所で手話やろう者と触れ合う機会を作っていくことが必要であること。」こん
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なところがあります。これ、いかがですか？ いやここは変だとか、ここは直し

たほうが、ここはいらないという意見ございます？このままでよろしいですか？

いかがですか？ 玉手委員、何か、首を傾げていませんか？ 大丈夫ですか？ 

【玉手委員】  いいえ、次のことを考えていました。 

【荒木会長】  イはよろしいですか。これで共通理解に立ちたいと思います。 

        ウを見てください。「高齢の方が手話を通じて交流できる機会を作っていく必

要があること。」若干抽象的な表現も感じますけれども、いかがですか。はい、

どうぞ。玉手委員。 

【玉手委員】  多分これは、棟方委員から出た意見だと思うのですが、なぜここで「高齢」･･･

意見の経過の中では「高齢の方」という言葉が出たのですが、やっぱりこれは「市

民が手話に触れ合う機会」だと思うので、限定する必要はないと思うのですよね。 

【棟方委員】  これは違和感がありますよね。 

【荒木会長】  例えば、どんな文言がよろしいですか。 

【玉手委員】  「市民が」で良いのかなと思います。 

【荒木会長】  「高齢の方」ではなくて「市民が」という一般化ですね。「市民が手話を通じ

て交流できる機会を作る」と。皆さんいかがですか、他の方。もっと広げるとい

う事でよろしいですか。当然、高齢の方にも重点を置きますけれども、特化はし

ないということでね。全体、ということで、了承を得ていきたいという風に思い

ます。よろしいですか？ 

【佐藤委員】  どうして「高齢」なのか？ 

【荒木会長】  色々な意見があったときに、そこだけ引っ張ってきたの。だから、前後の文言

を考えると、「市民」という意味なのですよ。 

【佐藤委員】  わざわざ「高齢」でなくてもいいでしょう。 

【荒木会長】  今、「市民」という形で変えます。「市民」に変えていきたいと。 

【佐藤委員】  「市民」で良いと思います。 

【荒木会長】  「高齢」の方が「市民」だ、と言っていますので、「市民」にしましょう。 

【事務局三国】 すみません、ここなのですけど、そういったご意見が出て、おそらく入れたの

は、かなり具体の施策につながるだろうと言うことで、項目で入っています。例

えば先ほど言っていた「高齢者」とか。これはですね、１つの体系、施策体系的

なものを「市民」にしてしまいますと、あまりここに起こしておく必要もないの

で、基本的に「交流」となってしまいますので、項目として理解するのであれば、

帰ってこれは削ってしまったほうが･･･。あと施策の方で、具体的な施策の方で

これを意識したものを立ち上げていくっていうような感じで･･･。 

【玉手委員】  はい。いいですかね。推進施策の中に アとして「市民が手話に触れる機会を

作るために出前講座を提供していきます」っていうのが元々あるのですよね。だ

から多分これを作るっていうのは、その出前講座だけでなく色々なイベントを行

って、もっとこう習うとか、手話を覚えるとか習うではなくて、ろう者を理解す
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るための交流をしていくっていう、広い意味で付け加えたのかなっていう、そう

いう捉え方をしたのですけど･･･。 

【荒木会長】  今、実際に施策の推進と言うか、そのためには課題がずっとあったほうが良い

のですものね。逆に言えば。 

【事務局三国】 いや、「交流できる機会」となると、上の方もそうなのですよね、結局。特定

しないで全般的に「市民」、学校以外でも色々な方が集まれば包括してしまっち

ゃうので、あえてここだけいらないのですけれども、先ほどおっしゃったとおり、

かなり細かい具体になると出てくる、こういった限定になる。 

【荒木会長】  なるほど。 

【荒木会長】  そしたらここは、括弧書きにしてよろしいですか？一応。別なところで詳しく

述べるということで。はい、ではウは括弧にしておきましょう。 

        次のエですね、４点目。「地域生活におけるろう者の理解をしてもらうために、

ろう者の方の地域生活の現状について、町内会等の地域を意識した理解の普及啓

発をすることが必要であること。」これ、皆さん意味わかりますか？ ちょっと

これについて、意見のある方、いらっしゃいますか？    

        もっと言えば、地域コミュニティの感じはありますけど･･･。はい、どうぞ。

棟方委員。 

【棟方委員】  私が町内会の話とかしたので、書いてくださったのかなと思うのですけれども、

先ほどの「高齢の方が」っていうのもそうなのですけれども、イの方に、「市内

において」っていう形で、「学校以外の場所で手話やろう者と触れ合う機会を作

っていくこと」って書かれているので、これ、同じ内容じゃないかなっていう風

に思いますので･･･ 

【荒木会長】  括弧で。じゃあここもちょっと括弧書きで。 

【事務局鈴木】 事務局から１ついいですか。イは、「子どもが」なのですよね。で、町内会、

大人も子どももいるのですけれども、ここなぜ項立てしたかというとですね、現

状その子どもの出前授業にくらべて、いわゆる高齢者クラブとか、地域の町内会

の出前講座がやはり少ない、そこにはただ出前講座をやるだけではなくて、「地

域にろうの方がいる。実際に生活はどうなのか」っていう風な、そこが非常に理

解することが大切だよね、っていう話をいただいたので、これイコールすぐにや

ります、ではなくて、そういう視点が大切だっていう風な記載なのですよね。そ

ういう視点を踏まえて、では町内会、出前講座をやってないところ、地域のろう

の方のどういう理解をするかっていう風なことは、まさしく施策の推進方針とし

て、どうやって取り組んでいくかという具体策に踏み込んでいくので、そうです

ね、ここの左の部分は、このまま施策としてやりますよっていう事じゃなくて、

こういう視点が大切だよっていう風な提言って見ていただければ、いかがかなと

思います。 

【棟方委員】  はい、ありがとうございます。 
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【荒木会長】  という、事務局から説明がありました。はい、じゃあこのまま載せておくとい

うことでよろしいですか。はい。 

急いで申し訳ありませんが、次、（２）にいきます。「市民による手話やろう

者を理解するための支援について」ということですね。「条例の目的を実現する

ためには、手話を必要とする市民が手話を安心して使うことができ、手話やろう

者の理解について、手話を必要とする市民自身が発信し、又は市民が手話により

交流することが必要であり、市はその取り組みや拠点」ここで拠点作りが入って

いますが、「拠点作りについて支援をしていくことが必要であること」これにつ

いて、ご意見ございますか？ 

【加藤委員】  文章が何か、わかりにくいですよね。どこまでが主語で述語かが良くわからな

い･･･。ですけども、どうですか。 

【荒木会長】  事務局、主旨はあるのでしょうか。 

【事務局鈴木】 主旨は書いたつもりですけど･･･。表現的に、何が主語かわかりにくいという

ことであれば、ちょっと整理をしていただければ･･･。 

【町田委員】  もう少しわかりやすい･･･ 

【荒木会長】  読んでみて主旨はわかりますよね。主旨はわかりますか。 

【加藤委員】  主旨はわかる･･･ 

【荒木会長】  後は文言の整理ですか。だとしたら、後は文言の整理で。主旨はこのまま 

【玉手委員】  さっき棟方委員が「事務所が必要だ」っておっしゃったのですけど、 

【棟方委員】  そう、事務所が･･･ 

【玉手委員】  事務所という言葉にこだわらないで、拠点ということであれば、了解です。そ

こらへんの論議はまだ必要だと思うので、「事務所」というものに限定しないで、

「拠点」という考え方で。 

【棟方委員】  「市民自身が発信し」という風なところに引っかかってくるのかなと思います

けれども。 

【荒木会長】  ちょっと玉手委員に教えて欲しいのですが。ここで言う「拠点作り」というの

はどんなイメージですか？ 

【玉手委員】  だから、そこらへんがまだ、これから作っていかなきゃいけないことだと思う

のですよ。 

【荒木会長】  何か、今あります？イメージは。 

【玉手委員】  ここでは。いえ。 

【荒木会長】  これから･･･課題ということで。 

【玉手委員】  もやもやっとした感じ･･･ 

【荒木会長】  これからの課題ですね。 

【松本委員】  私も「市民自身が発信し」というのは具体的にどうなのか、というのがちょっ

とわからないです。 

【荒木会長】  ああ、「市民自身が」ですね。 
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【松本委員】  なんですかね。ろう者･･･この「市民」というのはろう者？ですよね？ 

【事務局鈴木】 ええと･･･ 

【松本委員】  「手話を必要とする」と書いているから。 

【荒木会長】  そうですね。 

【松本委員】  「ろう者が自分自身で発信する」というと具体的になるのですかね･･･ 

【玉手委員】  とは、決まってない･･･ 

【加藤委員】  そこに目的語が入ってないとダメでしょう。 

【事務局鈴木】 「手話を必要とする市民」･･･ 

【荒木会長】  皆さん、どうですか。ここを読んで、意味･･･整合性、大丈夫ですか？ 

【玉手委員】  すみません。 

【荒木会長】  はい、どうぞ。 

【玉手委員】  条例を作った時に、「手話を必要とする市民」というのはろう者だけではない、

という風な確認をしていますよね。ですよね。それは、「聞こえてても手話が必

要な人」というのはいるし、だからそういう意味･･･ 

【荒木会長】  「聞こえても手話を必要とする人」いますか？ 例えば？ 

【玉手委員】  家族。 

【荒木会長】  あ、そういう意味でね。 

【玉手委員】  家族もそうですし、関わっている私もそうです。 

【荒木会長】  なるほど･･･ 

【玉手委員】  先生もそうですよね。 

【荒木会長】  なるほど！ 

【事務局鈴木】 まさしくそうなのですよ。「手話を必要とする市民」イコールろう者、ではな

くて、ろうの方の家族もそう、手話通訳者もそうなのですけど。ここなぜこうい

う書き方をしたのかというと、やはり２年半の間に手話出前講座、手話フェスタ、

これまさしく行政ではなくて「市民」、それはろう者だけではなくて手話サーク

ル関係者も含めて、市民自らが発信をしてきた、という風な言葉で、ここの「発

信」というのは、ここの前段の「ついて、安心して手話を使うことができる。理

解をする。」ということについて発信をするというか、まさしく例えば、手話出

前講座でお話をするとか、手話フェスタというイベントの中でお伝えをするって

いう事が、「市民自身の発信」という風な言葉で書いているのですけれども。 

【荒木会長】  はい、今の説明でね、主旨は大体とっても良いと。あとは文言の整理ですね。

ちょっとそれ位にして。 

【事務局三国】 ちょっとすみません。確認させてください。 

        今、この項目というのは、施策、今までの施策についての議論の経緯経過をま

とめた意見ですが、提言を今おまとめになっていると風に、我々理解すればよろ

しいでしょうか。 

【荒木会長】  いや、これが即･･･あっ、そういう風に考えています。提言内容について･･･ 
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【事務局三国】 あ、今提言内容について、するかしないかの骨子を今･･･？ わかりました。

構成はこういう形になると、我々としては二本立てで用意していけば良いです

ね？ 

【荒木会長】  そうですね。 

【三国部長】  ここの文言整理は文言としてやるし、提言はその中から議論の経緯を踏まえた

ものをエキスとして提言の方に持ってくる、という形ですね。 

【荒木会長】  そうですね。次･･･ 

【棟方委員】  すみません。 

【荒木会長】  はい、どうぞ棟方委員。 

【棟方委員】  「手話を必要とする市民」というのは、説明が必要だと思います。私は石狩市

民で、この内容が「関係者」っていう今の説明を聞きましたけれども、パッとこ

れを「手話を必要とする市民」って誰のことなのかなっていう風にわからないと

思います。関係者している方はわかるかもしれませんが。先ほど、手話フェスタ

ですとか色々な関係の手話出前講座とかもやっていますけれども、それに関わっ

ていない一般の市民はこういう書き方だと理解できないと思います。説明が必要

だと思います。 

【荒木会長】  そうですね。そこ工夫してね。事務局も大変でしょうけど、工夫していただけ

れば。宿題がみんな事務局に行きますね。 

        次３ページ見てください。（３）ここで「事業所」とありますけれども、「事

業所における取り組みについて。日常生活又は社会生活において」日常生活、社

会生活･･･「ろう者が安心して生活をするためには、事業所において手話やろう

者の理解をさらに進めていくことが必要であること。また、条例を制定した市の

職員は、これまでの職員研修の内容等を踏まえた新たな取り組みが期待されてい

ること。」ここで「事業所」という表現がありますけれども、これについて、何

かご意見ございますか。 

【加藤委員】  この「事業所」が「拠点」なのでしたっけ？ あ、違いますか？違うのですか。 

【荒木会長】  先ほど言った「事業所」と「拠点」の違い･･･ 

【加藤委員】  別物？ 別物ですか、あ、そうですか。 

【町田委員】  ろう者の働いている会社の意味ですね･･･ 

【加藤委員】  会社ですか、あ、そうですか。 

【荒木会長】  これ、日常生活と社会生活って、どう違うのでしょうね。 

【事務局鈴木】 あ、言葉ですか？ 一般的に法律で使われている言葉なのですけども、違いと

しましては、地域社会とか外に出て行くっていう風な社会と関わるのが「社会生

活」、「日常生活」は普段の例えば家族の間だけの日常の生活であったりとかと

いう風なことなのですけれども 

【荒木会長】  あとで、はいどうぞ、舘浦委員。 

【舘浦委員】  事業所という説明は、ろう者が働く会社も含め、市内にあるスーパーだのガソ
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リンスタンドだの、そういう色々なそういうところも含まっているのですか。･

事業所という意味に。市役所も含めて。そういう意味ではなく、今の説明で言う

と、「地域社会において」っていう風になると、ろうあ者とかが、ろう者が活用

する全てのそういう事業所、お店も含めた、ことを含めて、事業所っていう表現

の理解で良いのですよね。 

【事務局鈴木】 事業所は、例えばろうの方が働いている事業所、毎日勤務しているということ

であれば、どうなのでしょうね、「日常生活」なのか「社会生活」なのか。 

【町田委員】  今の鈴木主査の説明が、そういうスーパーだとか色々な事業所、（舘浦委員と

かぶって聞き取れず）お店とか、全部を言っているのですか？という･･･ 

【事務局鈴木】 はい、全部を言っています。 

【町田委員】  それなら「日常生活」というのもわかる･･･。ここで言っている事業所が、「ろ

う者の働いている場所」ということを指しているのであれば、私は「社会生活」

だけでも良いのかなと思うのです。 

【事務局鈴木】 両方です。働いている場所もそうですし、スーパーとかもそうです。 

【町田委員】  スーパーとかも全部？ 

【事務局鈴木】 はい、はい。 

【玉手委員】  はい。 

【荒木会長】  はい、玉手委員、どうぞ。 

【玉手委員】  平成２６年の「推進するための方針」の中の「推進施策」の中に、既に「市内

の事業所において、手話に関する理解が広まるように、手話に関する研修会の機

会を提供していきます」っていうのはあるのですよね。だからあえて、何と言う

か、違いがあるのか･･･ここは･･･ 

【事務局鈴木】 すみません、「さらに」というのは、現状の認識としてあまり議論になりませ

んでしたけれども、じゃあ市内の色々な事業所の中で果たしてその理解が広まっ

たでしょうか、という風な認識で「さらに」という風なことで･･･。ですからこ

れは、このまま･･･ 

【玉手委員】  はい、わかりました。 

【事務局鈴木】 施策の推進方針があるのだからいらないのじゃないの、というような整理なの

か、じゃあ２年間ここの事業所の理解というのはどうだったのかという風な議論

を踏まえた、でもそこの意見、舘浦さんからの意見というのは、そこはまだまだ

十分ではなかったという風な意見なので、「さらに」という風な、ここは今後も

やっていく必要があるという風なこと、必要性があるかどうかという風な提起に

なるのかな、という風なことです。 

【荒木会長】  いかがですか。はい、どうぞ。 

【舘浦委員】  私自身は、少しずつ、例えば市役所の職員だとか、消防の職員、イオンさんと

かって色々なところでやってはいるのだけれども、やっぱりもうちょっと市内の

場合事業所の方々、事業所、先ほど説明した、店だったり郵便局だったり色々な、
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地域で使う事業所の方が、手話条例が石狩市にあって、手話のことに関心を持っ

ていただくっていうところでは、あえて載せてもいいのかなって、もっと広げる

っていう意味では載せても良いのかなっていう気持ちはあります。ただもう既に

方針の中には書かれているので、そこを充実しましょうっていうところが方針で

は残ると思うので、あえて載せなくてもいいというのもあるとは思うのですが。

私はあえて載せてもいいかなという、ただの意見なので、どちらでも皆さんの意

見に合わせます。 

【荒木会長】  皆さんの議論したものなのですから、それはもう載せて、議論したものは良い

と思います。どうですか、共通理解に立ちましたですか。どうぞ、杉本委員。 

【杉本委員】  「事業所」という言葉は良くわからないのですけれども、よく話を聞いたら、

「働く場所」「いつも通っている場所」だけではなく、広い意味で例えば、ろう

者が集まる居場所を作るとか、 

【町田委員】  それは、「拠点」だから･･･ 

【杉本委員】  聴覚障害者の情報センターみたいな、ビデオやテレビなどがおいてある場所と

か、そういう事業所とは意味が違うということですね。 

【町田委員】  「拠点」という意味は違う。「事業所」というのはろう者が働いている場所と

か、スーパーとか、お店とか、色々な病院だったり銀行だったりそういう色々な

ところの意味です。「拠点」とはまた別の話。 

【荒木会長】  よろしいですか。 

【杉本委員】  それも含めて、将来高齢になったろう者がデイサービスなども含まっている場

所、というのは事業所とは意味が違うということですね？ 

【町田委員】  会社。ろう者が働いている会社のことだったり、レストランだったり、スーパ

ーだったり、病院だったり郵便局だったり･･･っていう事。 

【荒木会長】  はい、では一応共通理解に立ったと思いますので、このままということで。 

        次、（４）いかがですか。ちょっと読みます、時間の関係で読みませんが。「聞

こえない子どもの」云々。いかがですか？ 

【加藤委員】  これはあれですね、文言で言うと、「聞こえない子供が言語を獲得する重要な

時期」の方がわかりやすいですね。そして子どもの、子どものその親･･･「子ど

もの保護者」で良いのじゃないですか。 

【荒木会長】  保護者ですね。 

【加藤委員】  「子どもの保護者」でわかりますよね。後は、これで良いと思いますね。 

【荒木会長】  （４）よろしいですね？ はい、大事なことだという風に思います。 

        では、急ぎます、時間としては次に進みますが、「３ 条例の見直し等につい

て」ということでは、先ほど全員でそういう方向性を確認したのだけれども、一

部には、生田先生、一部にはですからね、一部にはこういう意見もあったという

ことで、次、ちょっと見てください。 

（１）から（３）まで、「手話の言語としての意義について」ということで、
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（２）は審議会･･･というよりも、何でしょう、別な名称がありますでしょうけ

ど。伊井先生、何が良いですかね。 

【伊井委員】  先ほどの検討会･･･ 

【荒木会長】  検討会。例えば、そうですね。検討会の設置ついて、という形で。 

（３）の「条例の目的と施策の整合性について」事務局とかどうですか。この

辺は何か、ご意見ありますか。 

【事務局鈴木】 施策の推進方針で、今、現状がどうなのかという風なことがやはりもうちょっ

と深く検討していかなきゃいけないのかなと。新たな提起だと思います。ちょっ

と時間を要するかなという風に思っています。ですから、それにつきましてはこ

れから提言を受けて、おそらく設置するであろう第三者の意見を反映させる、検

討会、懇談会の中で、この提言をもし盛り込むのであれば、そこでさらに深めて

いく必要があると思っています。 

【荒木会長】  はい、特にご意見ございますか？それではよろしいですか？では次、最後に「提

言」というところになりますけれども、説明の右の方を見てください。提言の右

の方ですね。４の方ですね。じゃちょっと資料を見てください。資料、提言があ

りますよね、それから提言事項として最後ということで、右の方に「検討が必要

と思われる内容」ということで２つ載っています。「手話は言語 について」と

いうことで書かれておりますけれども、「条例を改正せず、施策において取り組

む」という方向性ですよね。ここの結論としては。それから「審議会」これは、

検討会という形で、そうですね。手話基本条例のことですね。びっくりしました。

言語条例かと思いました。それでは「第三者的な立場で」これ、よろしいですよ

ね。 

        一応こういうことを提言の主たる柱にして押さえていくと、いうことで、さー

っと流しましたけれども、 

【佐藤委員】  検討会ですか、これではなくて、別ものの検討会？ 

【荒木会長】  これ？ここではなくて別の検討会を作っていくと。何か意見あります？ 

【佐藤委員】  ややこしいかと思います。 

【荒木会長】  名前が？ いや、名前は好きに変えてかまわないから、あとでね。あとで相談

しましょう。 

【佐藤委員】  時間がないので、 

【荒木会長】  一応。例えば、「検討会」。お願いします。 

はい、それで大変恐縮ですが、事務局の方で今のやつをちょっと整理していた

だいて。 

 

次回の会議の確認 

【荒木会長】  今後の日程いかがでしょう。 

【事務局三国】 多分、送って、文言調整のためのお時間をいただければ思うのですよね。ご意
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見は大体わかりました。 

【荒木会長】  そうですよね。 

【事務局三国】 それと、最後にちょっと１つだけ確認なのですけれども、今の「検討会」の話

ですけれども、これとは別に、ということですけれども、こういうような検討す

る場面を恒常的に設置した方が良いのじゃないかと、その目的は、この条例を推

進するに当たって施策の進捗状況、そういったものをしっかり確認して、その方

向性をまた見定めるための、そういった恒常的なこういう場を設置したほうがい

いだろう、というご意見でよろしいですよね。 

【荒木会長】  よろしいですね。 

【事務局三国】 そういうことですよね。 

【荒木会長】  はい。 いかがしましょう。次回はどのような方向で･･･。これをまとめてい

ただいて、各委員さんに資料を渡して検討していただくとしましょうか、次回が

最終回ですね、一応。 

【事務局三国】 おそらく最終になれるだろうという風に想定してとり進めます。 

【荒木会長】  次回の日程ですけれども、事務局の方で色々準備する必要があると思いますけ

れども。 

【事務局鈴木】 すみません、定例でいきますと１０月末になるのですけれども、ちょっと既に

２６日は都合が悪いという連絡をいただいていまして、１１月２日（水）の提案

なのですけれども、どうでしょうか。 

【荒木会長】  １１月２０日（水）･･･ 

【他委員】   ２日、２日。 

【荒木会長】  あ、２日。２日ですね。２日（水）はい。ご都合の悪い方いらっしゃいますか。 

【事務局鈴木】 伊井委員が都合が悪いということで･･･ 

【伊井委員】  １、２日いないのです。 

【荒木会長】  さびしいなあ。 

【伊井委員】  どうしても道南に行かなくては行けなくて･･･ 

【荒木会長】  あとは･･･ 

【事務局鈴木】 そうしたら９日。１１月９日。翌週ですね。 

【荒木会長】  やっぱり水曜日が都合が良いのですよね。 

【事務局鈴木】 そうですね。 

【荒木会長】  水曜日以外はダメ？ 月か火ではダメなのですかね。 

【杉本委員】  火曜日はダメです。水曜日が良いですね。 

【荒木会長】  月・火はダメ？ 木は・・・ 

【杉本委員】  初級の講座が火曜日にあるので。 

【荒木会長】  はい、じゃ水曜日。・・・・・・・・・・ 

        進捗状況としてはどちらがよろしいですか？早いほうが良いでしょうけど。 

【事務局鈴木】 ９で大丈夫です。 
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【荒木会長】  皆さんいたほうが良いですよね。最終回になる可能性もありますので。 

        じゃあ１１月９日水曜日で。・・・・・・・・・・・・・・ 

        はい、ありがとうございます。９日に決定です。じゃあよろしくお願いします。 

        今日、色々検討しましたけれども、時間の関係で十分意を尽くせないところが

ありまして、事務局にお手数をおかけしますけれども、ちょっと今日の議論をま

とめていただいて、各委員さんに資料が行くと思いますので、ここでそれぞれご

意見を集約して、１１月９日に会議ということで。 

【事務局鈴木】 すいません、時間のない中で。１点だけ。議事録の修正等、もしある方いたら、

いったん会議終了しますので、個別に私のほうでお聞きしたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

【荒木会長】  あと何か、委員さんで特にご意見ございますか？ご意見、ご報告、要望、はな

いですね。 

【事務局鈴木】 すみません、皆さん、ありがとうございました。 

【荒木会長】  これで終わります。ご苦労様でした。 

閉 会 
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