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第５回石狩市手話に関する基本条例（仮称）の制定に係る検討会議事録【要点筆記】 

 

日 時：平成25年８月６日（火）18：30～20：３0  

場 所：石狩市総合保健福祉センター3 階  301・302 会議室  

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 鈴木 幸雄 ○ 委員 今野 邦彦 ○ 

委員 杉本 五郎 ○ 委員 古泉 利雄 ○ 

委員 佐藤 英治 ○ 委員 玉手 千晶 ○ 

委員 神  由紀 ○  委員 舘浦 睦美 ○ 

委員 小林 陽子 ○  

事
務
局 

所 属 氏 名 

石狩市保健福祉部長 沢田 茂明 

石狩市保健福祉部障がい支援課長 伊藤 英司 

石狩市保健福祉部障がい支援主査 鈴木 昌裕 

石狩市専任手話通訳者 町田 あゆみ 

石狩市専任手話通訳者 丸山 亜紀 

 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加 

所 属 氏 名 

石狩市教育員会生涯学習部長 百井 宏己 

石狩市教育員会生涯学習部次長 柴口 史子 

石狩市教育員会生涯学習部参事 千葉 則理 

 

傍聴者 ９名 

 

会議次第 

１ 条例に関する説明及び論点整理について（事務局より） 

 ２ 条例素案たたき台に対する意見交換 

 ３ 提言書に盛り込む内容について 
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開 会 

【事務局鈴木】第５回石狩市手話に関する基本条例(仮称)の制定に係る検討会を始めた

いと思います。司会進行は会長の方でお願いします。 

【鈴木会長】委員の皆様、忙しい中お越しいただいてありがとうございます。第５回検

討会を始めさせていただきます。 

      お手元にある会議次第をご覧になってください。今日は、次第が３つに分

かれております。「条例に関する説明及び論点整理について」、それから２

点目は「条例素案たたき台に対する意見交換」、３点目は「提言に盛り込

む内容について」で進めたいと考えております。それでは順番に沿って進

めていきたいと思います。 

      １番目、条例に関する説明及び論点整理についてという事で、事務局から

お願いします。 

【事務局鈴木】今、会長から資料の確認があったのですけれど、補足説明させていただ

きます。資料１についてなのですけれど、条例に関する説明及び論点整理

と言う資料ですが、先日委員の皆様にあらかじめお送りしている資料とほ

とんど同じ内容になっておりまして、大きな項目の１番目、２番目、３番

目、４番目までが事前にお送りしている資料とほぼ同じになっております。

５番目につきましては、昨日前回の検討会で会長から事務局と佐藤委員の

方の提案の内容について調整してくださいとう事でその打ち合わせをし

た内容になっています。この資料につきましては、前回の検討会の中で条

例の前文とはどういうものなのか、と言う事、改めて市が条例を作るにあ

たってどういう事を考えて作るのかという事を説明させていただいて、そ

の上で本日委員の皆様から意見をいただきたいという事で改めて説明さ

せていただく資料として作っております。 

       続きまして資料 2 につきましては、たたき台という事で、前回の検討

会と全く同じ内容になっています。これは修正はしていません。資料 1

の内容を見ていただく時に参考にしていただくものとしています。資料 3

につきましては、前回の提言書の中身という事でお話していただきました

けれども、今日も最後の方の時間になりましたらこの部分の内容について

も検討していただきたいと思います。 

       それでは、条例に関する説明及び論点整理という事で資料 1 から順番

に沿って説明していきたいと思います。 

       条例のたたき台と素案という中で事務局提案という事で提示したので

すけれども、条例の前文というものがどういうものなのかという事で改め

て皆さんにお話ししたかったのですけれども、条例を制定する時に前文を

置く場合と置かない場合という事があるのですけれど、今回手話に関する
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条例については前文を置くとしております。と申しますのは、今回手話の

条例を作る基本理念や制定の意図を強調したい、どうして作る事を強調し

て宣言して明らかにする。それを端的に短くというふうなものの中で、前

文を置いています。 

       続きまして、前文あるいは条例の特徴についてですけれども、今回言語

としての手話というものを意識して条例を作るという事を原点に立ちか

えった場合に、やはり冒頭の言葉として言語はというふうな事で書き出し

をしているというような一つの特徴となっております。 

       もう一つ、2 番目につきましては検討会のいろんな議論の中で聴覚障が

い者・中途失聴者・ろう者という言葉の議論があったのですけれども、最

終的に市民という言葉を使おうと思ったのですけれども、それを振り返っ

た場合に医療モデル、社会モデルという言葉が２つあります。医療モデル

は、いわゆる障がいを個人の問題としてとらえるという事なのですが、社

会モデルというものはそうではなくて、耳が聞こえなくて手話を使ってい

る、手話が使えない、通じないというのは社会の理解が足りない、社会の

問題だと捉えるという事で、いろいろ皆さん議論した中でやはりろう者を

中心に発展してきた手話を市民に広げる、理解を広げていくとはまさしく

社会モデルというものを実際やろうというふうに皆で取り組むという事

が一つの条例の特徴となったのではないかなという事で、障害をイメージ

させる共生社会。共生社会とは障害の有無は個性で共に生きましょうとい

う事で、これは例えば障害者基本法とか障害者差別解消法という事で障が

い者を意識した法律の中では使われている言葉なのですけれども、それは

あえて使っておりません。 

       あと、人間の尊厳。基本的人権という言葉もこれもやはり障害の部分を

イメージさせるという事であえて使っていないというような事です。 

       3 番目、特に前文についてなのですけれどもろう者に対して書かれたも

のではなくて市民全体に市として考えを語りかけるという形で意識して

作っております。 

前文の構成、順番で行きますと 1 番最初に言語の歴史的意義、2 番目に

手話が言語である事を説明。3番目に法的な手話の言語としての位置づけ、

4 番目に手話を言語として使いやすい環境を整備する事が市の責務、 

      5 番目に環境整備の必要性という事で言語施策として実施するというよ

うな意味で条例前文を作っております。 

       続きまして資料 2 ページの 4 番。前回第 4 回の検討会における意見と

いう事でして事務局として皆さんの意見をお聞きしていたのですけれど、

それに対しての事務局の一つの考えを説明したものです。 
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       1 番目、言語はお互いの感情を分かり合えるという表現についてですけ

れども、これはコミュニケーションという表現を使ったほうが皆にとって

わかり易いのではないか、お互いの感情を分かり合えるという事でいけば、

理性はどうなるのか？というふうなお話が出ておりました。 

       これにつきましては確かに言語によって感情を伝えるだけではなくて、

自分の意思だったり、考えを伝えるという事も言語の役割としてあるとい

う事でいけばコミュニケーションというふうな言葉が全てが含まれてい

るという意味はその通りかもしれません。そこは言語と言うふうな事でお

互いの感情を分かり合いと使ってあるのは、動物はお互いの感情を伝える

ときに言語を持っていないので、ジェスチャーや鳴き声でお互いを伝え合

うのかなと思うのですけれども、人間は言語を持つことによって言葉で自

分の感情を伝える事ができるようになった。これは動物と人間の言語を持

っている、持っていないという１つの象徴的な例示として表現しているも

のであります。 

ですからコミュニケーションというふうな言葉について言えばその方

が広く捉えられると思うのですけれども、もう 1 つ皆さん思い出していた

だきたいのは、２回目に検討会の中で市長が出られて皆さんにお話しした

事があったと思うのですけれども、コミュニケーションという言葉につい

て市長が非常に気にしている言葉、慎重に使っている言葉であります。手

話はコミュニケーションの一手段だというふうな事で捉われている。そう

ではなくて手話は言語なんだという事を発信していきたいと考えた時に、

確かにコミュニケーションは言語としての役割としては１つ大きな役割

としてあるのですけれど、その言葉を使う事によって手話はコミュニケー

ションの単なる一手段なんだという事を誤解されたくない思いもあって、

あえてコミュニケーションという言葉を使っていないという事も含まれ

ています。 

２番目、独自の言語体系を有しと、言う言葉があるのですが、これは手

話から見たら日本語も違う文語体系を持っているので手話だけを指して

独自の言語体系を有しているという表現をするのはどうなのかという意

見がありました。そうではなくて「音声言語である日本語とは異なるが、

日本語と対等の言語」とした表現をしたほうが良いという意見でした。こ

れに関しましては、独自の言語体系とは決して日本語だけではなくて他の

言語、例えば英語ですとかそれ以外の世界で使われている言語と比較した

場合に独自の言語をという事で語彙や文語体系、例えば助詞を使わない言

語ですとかそういう意味で表現しているのですけれども、手話を使ってい

る側から見たら手話だけ独自性があるという表現だとおかしいという事
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であれば、その表現は皆さんで検討して違う言葉を使ったほうが良いのか

なと思います。 

       ３番目、「手話は言語としての役割を担っている」という事でその表現

が弱々しいというようなご意見が複数の委員さんからあったかと思いま

す。これに関しては、当初案の第２段落目で役割を担っているという表現

をしているのは、ここで手話は言語であると言いきってしまうと、前文の

最後の段落で言語として認知するという表現が出てくるのですが、言語と

して認知する必要がなくなってしまうため、全体の表現的な流れとして表

現しています。それでもこの表現が弱々しいというのであれば表現の仕方

を皆さんと検討していきたいというふうに思います。 

       続きまして４番目。前文の中にろう者という言葉が無いのは寂しい気が

するというお話ですとか、ろう者という言葉を知らない方もいるので説明

をカッコ書き等に入れる事はできないか、ろう者という言葉を広めていく

必要があるのではないか。反対側の意見としましては、検討会の議論の結

論としてろう者ではなく市民と言う言葉を使うように論点整理したので

はないですかと言う意見が出ていると思います。これにつきましては、手

話はろう者の言葉として発展してきたという歴史的な認識は大切だと思

っています。今回検討会の中でも誰のための条例という議論の中でろう

者・中途失聴者・市民という議論になり最終的な結論として、市民という

言葉を表現していこうとなったと思います。ただここは条文ではなく前文

の中で、ろう者の言葉が発展してきたというふうな歴史的な意味も込めて

表現を盛り込む事は非常に大切な事なのかなと思いまして、修正前、修正

後という事で案として示しています。 

       最後になります。手話通訳が派遣されないなど条例の目的に反する事が

あった場合に相談窓口を設ける事を検討しなかったのかというご意見が

ありました。これにつきましては、今回制定する条例は手話に関する基本

的な事を定める、手話が言語である事の社会的な認知を広める事を定める

ため条例において相談窓口の設置は定めておりませんけれども、意見があ

りました、手話通訳者が派遣されないだとか条例の目的に反する行為があ

った場合にという事でいけば、現状としましては障がい支援課も一般の市

民がどれだけ手話、聴覚障害、ろう者というふうな事に社会的認知を持っ

ている事で事例があれば当然相談を聞いていきますし、第３者的な立場と

いう事であれば協会、障害者相談員が相談を担う事になるのかなと思いま

す。 

 もう一方では、個別の事例につきましては障がい者の差別解消法という

法律ができまして施行に向けてこれから色々な市役所も含めて動いてい
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くのですけれども、個別の事例の中でその行為が障がい者の差別にあたる

事であれば解消に向けて行政として指導していく事が出てくると思いま

す。 

      ４番目が以上お話ししたように前回検討会の委員の皆さんから出してい

ただいたご意見に対する事務局の話です。 

      続きまして５番目なのですけれども、今日事務局と佐藤委員の間で話し合

いがついてこういう話どうですかという事で形になったものをお示しできれ

ば良かったのですが、なかなかそこは調整にまだ時間を要していまして、一

つの形とはならなかったのですけれど、も実は昨日直前までいろいろ打ち合

わせをしていたのでそれをまとめたものが４ページ、５番。 

      まず事務局のほうなのですけれども、これまで全日本ろうあ連盟について

いろいろ条例素案についてアドバイスを受けてきたという事がありまして、

再度今の条例について助言をお願いしたところ、今回条例の前文という事に

論点を当てて、市長の条例に対する思いが前文に表れているので概ね市の原

案通りで良いのではないかというようなアドバイスでした。 

     その間、佐藤委員もいろいろ他の方にも相談しながら代替案というもの      

を考えていただいたのですけれども、全日本ろうあ連盟の助言もわかるの      

で市の原案に基づいて前文をそっくり変えるのではなくて修正をしていくと

いう事で了承をしていただきました。その中で次の点について昨日佐藤委員

と事務局のほうで意見交換をしました。佐藤委員からの意見としまして、独

自の言語体系と言うものは手話から見たら日本語も違う言語体系を有してい

るので、手話を説明する表現としては適切ではないのではないか。２番目、

言語としての役割を担っているという表現が言語であると断定していないの

で、表現を検討したほうが良いのではないかと言うそんな意見でした。 

       それに対して事務局としてなのですけれども、独自の言語体系というもの

は日本語に限らず他の言語と比較した場合に独自の文法体系を持っていると

いう意味での表現をしているのですけども、手話についてのみそのように捉

える事が適切ではないと言うのであれば、例えば「音声言語である日本語と

異なる言語」と言うような表現をするのが良いのではないかとそんなお話を

しました。 

     もう一つがこれまでの検討会での委員の意見を踏まえて、前文においてろう

者がどういう方であって、ろう者が手話という言語を発展させてきた事を表

現に盛り込みたいと思っていると伝えました 

     今、お話したような意見のやり取りをした結果、４ページの前文の第２段落

の修正案というふうなもので修正をした方がいいのではないかという意見の

一致を踏みました。それ以外については良いだろうという事です。そのまま
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読み上げますけれども、前文の第２段落という事で「手話は音声言語である

日本語と異なる言語であり、耳が聞こえない、聞こえづらい、ろう者が物事

を考え、会話する時に使う言葉として育まれてきた」というような内容が書

いています。この内容と言うのが独自の言語体系を有しというような表現を

無くしました。もう１つは、この前の検討会でろう者がどういう方なのかこ

れは耳が聞こえない聞こえづらい方を指してろう者という言葉を前に持って

きていまして、そのろう者が手話で物事を考え、会話をする時に使う言葉と

して育まれてきたという意味で言葉としてまとめているのは、一応これは佐

藤委員と事務局あとは前回の検討会での皆さんの意見を踏まえて、こういう

表現でまとまっているのではなかという事で作ったのですけれども、これを

元に、是非委員皆さんの意見があると思いますので、この後引き続きご議論

していただけたらと思います。 

【鈴木会長】ありがとうございました。条例に関する説明及び論点整理という事で資料

に基づいて説明していただきました。ここから委員の皆様のご意見を聞い

ていきたいと思います。 

      まず、前文なのですけれども修正の部分です。特に一番大きい修正という

のは 1 番最後に説明していただきました前文の３行目のところが修正案

という事で出てまいりました。佐藤委員と調整しまして出てき案だという

事です。 

       全体を含めて今、事務局さんからご説明いただいた内容ですけれどもご

質問等含めてご意見を受けたいと思います。 

【佐藤委員】質問ではないのですけれども、昨日の話の中で帰った後気が付いたのです

が、私の説明不足がありました。それはどれかと言いますと、独自の言語

体系のところ、あれは日本語も手話もアイヌ語も外国語も含まれている。

一般的に自分たちの組織の中で問題を議論する時によく使います。組織の

中では当たり前に使っているのですけれど、市民に対する条例だからその

場合どうするのか半分躊躇している面があります。そういう事もあって望

ましくない。どうしても使うのであれば、前後の文脈でどう書くか、第一

の特徴、前文の説明が無いでしょう。適当な言葉がわかりませんが一発で

まとめてありますね。 

       説明的なものを省くと、きっと難しくなるので、そういう表現は入れな

い方がいいというのを帰った後に気が付きました。 

【事務局 鈴木】他の委員さんにとって、独自の言語体系を有しという言葉は、一般市

民の方が聞いたことをイメージして、それぞれにとってどうなのかを聞い

てみたいですね。 

【鈴木会長】素案の中にあるのですけれども、「独自の言語体系を有し」とあるのです
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けれども、どういう捉え方、使い方をしたら良いとご意見をいただければ

と思います。 

【玉手委員】私も手話を説明する時、意識の中には音声言語の日本語と言うのがあった

上で、手話は独自の言語体系を持っているという言い方はよくします。そ

れはあくまでも別なものと比較しての事なのですよ。例えば日本語だって

音声言語と比較したらもしかしたら独自の言語体系と持っていて、例えば

女性名詞が無いとか男性名詞が無いとかという事を比べても独自の体系

だから、言語というのはそれぞれ全て独自の体系を持っているのかなと思

うので、前の時はあえて独自と付ける必要は無いというふうに思いました。 

 ただそうなると、ここで言語と言い切ってしまうのでどうなるのかなと

思ったのですけれども。でも今迷ってそれぞれ言語というのは独自の体系

を持っているのだからあってもいいのかなというふうに思い返して、考え

が変わってきています。 

【神 委員】私も手話を始めるまでは、日本語と手話の違いがわからなかった。手話の

学習を始めてはじめて、手話は日本語を補助するような同じものではなく

て、全く別なものなんだという事を新たに分かった事もあります。一般市

民の方を対象とした時に、考えるとわざわざ手話は日本語と違うと言わな

くてもいいのではないかと思う方もいるかもしれない。ただ、独自の言語

体系という言葉が難しくて理解しにくいので独立した文法を持ったとか

そういうもう少しわかり易い言葉で入るのであったら、なるほど、手話と

日本語は違うものなのだなと市民の方にも分かってくれるのではないか

思います。 

【舘浦委員】私もこの検討会が始まって改めて言語ってなんだろうって事を考えるよう

になって、今までも手話に触れたことが無い人には「手話はろう者の言葉」

だよ。と、凄く簡単に普通に説明していたのですが、実際自分が言語と言

う事を考えた時にちゃんと考えていなかったなと反省しています。それで、

今いろんな人の説明を聞いていて、独自の言語体系というのは、私たちは

手話は、言語というのを考える時にアイヌ語の理解する事と同じように、

ろうあ者にとっての言語も捉えればいいのかなという気づきとか、それは

言語そのもの論という所に入っていってしまうけれども、佐藤委員が説明

してくれたような手話だけが独自の言語体系をもっているわけではなく、

皆さんも言っているように日本語も、他の国々の方々も、他の民族の方々

も独自の言語体系を持っているというと、そういうふうに思います。そん

なもやもやした思いをどういう風に表現したら市民に分かっていただけ

るのかとか、市民が思うのかと言った時に私は、今は手話は独自の言語体

系を持っていると言ったら何も言語とか考えたことも無い私達のような
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市民が手話だけが独自の言語体系を持っているというふうに理解するの

ではないかなと逆な事も思ったりもして、そう考えたら修正案の文章って

わりと市民にわかり易いのではないかなと思いました。 

【小林委員】独自の言語体系という言葉は凄く難しい。まず、最初の印象が「うわ、難

しい言葉だな」というのがあります。ただその手話というのを勉強し始め

た時に単語を覚えて初めて通じ合える、分かり合えるとあってそれは自分

が勉強した英語とかと似ていますね。凄く同じような勉強方法をとらなけ

れば表現できないというのもあったのです。だから独自の言語体系という

のは持っているものなので、それをもう少し市民にもわかり易い、さっき

神さんおっしゃったような受け入れやすい表現に変えたら省かなくとも

いいのではないかなと思います。言語として認めるのであればそれは独自

の言語体系という内容を残した言葉で書いたらどうなのかなと思いまし

た。この最後の前文の修正案は凄くわかり易くて、これだと市民にわかり

易くていいと思います。 

【鈴木会長】この表現であれば独自の言語体系と言う言葉を使わなくてもいいですよと

いう解釈でいいですか？ 

【古泉委員】最初の時思ったのは、私は日本語でしゃべる。ろうあ者の場合は、同じ言

葉で表現できる手話で表現すると簡単に思っていたのですけれども、言語

と言うのは、私達が日本の言葉として喋る、それと同じだと思っていまし

た。ろうあ者にすれば自分達と同じ、言葉で表現できないから手話を使う

と端的に思っていました。皆さん今言うように資料１の４ページのカッコ

の中の表現で良いと思いますけどね。 

【鈴木会長】４ページの四角の枠の中の表現でも良いのではないかという事でよろしい

ですか？ 

【杉本委員】私は文章と言うのは、具体的に判断できのは限界があります。今まで検討

会や何回か開かれた話、言語とは何かというのははっきりわかってきまし

た。改めて聾学校で学んだ口話教育というのがとっても悔しい思いがまた

始まりました。あの頃は、ろうあ者は手話の言語があるのにダメだと取り

上げられて口話教育をさせられた。それは無理な教育だったと思います。

自分も頭はそんなに良くは無いです。沢山のろうあ者は皆それで伸びなか

った。沢山そういう方がいました。初めから手話言語がある、先生も手話

で教えてくれれば皆もっと学ぶ事ができたと思いました。今、石狩市でこ

れから条例が制定されればとても嬉しい事だと思います。是非進めていき

たいと思っています。 

      私は読んだところ、まぁいいかなというふうに思っています。 

【鈴木会長】いかがですか、独自の言語体系ということでこの表現をどうするかという
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ところで。 

【杉本委員】良いと思います。 

【佐藤委員】言語、言語が多かったので少し補足説明を少ししたいと思います。前文の

言語をなぜ出したかと言うと、一般的にろうあ者の事を、手話の事を知ら

ない人の場合は身振りと思っている人が多い。それが普通だと思います。

今日朝から１日、明治 11 年京都聾学校ができまして、その時からの歩み

をもう 1 度調べてみました。最初から手話があったわけではない。だか

ら身振りがあり、言語どう違うのか説明できなければならないと思います。

それを考えると問題が２つある。1 つ目は手話と身振りの違いが何かと言

うとはっきりする、もう１つはそれがいつから始まったのか。日本語の場

合は歴史が長い、手話の場合はいつから始まったのか。江戸時代にも聞こ

えないろうあ者がいたが、しかし手話を使ったわけではない。身振りだと

思います。身振りから手話に変わる出発点がどこかと考えたらそれは集団

がなければ話も起きてこない。その集団が出来たのは明治 11 年が一般的

な考えです。身振りを使ったところが明治 11 年から始まり、身振りだか

ら日本語の説明にはなりません。明治・大正・昭和と発展してきた中で、

身振りから手話に変わってきた、だから手話と身振りの大きな違いは何か

と言うと語彙の数が違う。身振りは語彙が少ないです。手話は語彙が多い

です。なんと言ったらいいかわかりませんが１つの発展だと思います。そ

ういう事をきちんと捉えないと市民の中には手話と身振りは違うんだ、手

話は言語だ、それはきちんと説明できるようにならなければならないと思

いました。 

【今野委員】さっきの話を聞いていて、例えば日本とか外国に限らず、聞こえる方と聞

こえない方がいて、聞こえない方の中にはろう文化というのがあると私は

理解していて、そのろう文化の象徴となっているのが国に限らず手話だと

思っています。ですから、聞こえる人が使っている言葉に対して非常に独

自性が高い言語というふうに手話を考えているので、「独自の言語」と言

う言葉を是非私は使っていただきたいなと思っています。ただ難しい面も

あるので表現は考える必要あると思っています。もう１つ気になっている

のは 4 ページの 1 番下に書いてある修正案のところで、手話は、音声言

語である日本語という言い方なのですけれども、これだと日本語が音声言

語だけで書き言葉、要約筆記とか日本語に含まれていないようにとる人も

いるのではないかと思います。 

【鈴木会長】1 番最初に言われた書き言葉が含まれていないのではないかという事です

ね。音声言語という表現だけというご指摘でした。それから「独自の言語」

というそういう表現したほうがいいというご意見でろしいですか？ 
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【今野委員】はい、そうですね。独自性というのを是非出していただきたいなと思って

いるのと、それから音声言語に関しては書き言葉についてはろう者の方も

共通に使っているという事が大前提だと理解でよろしいかどうかという

事を確認したかった。 

【佐藤委員】ろう者の場合第 1 言語は手話。第 2 言語が日本語。２つを身につけなけ

ればならない。それは私たちの立場ですよ。だから要約筆記はどちらかと

言うと第 2 言語、日本語の要約だから手話と違うわけです。1 回目か 2

回目の検討会の時に私の方から言ったと思います。音声言語と言った場合

は、一般的な日本語と思われますが実際には日本語だけではない。アイヌ

語ですとかそういうのも言語。有名な学者金田一 京介博士が言っていま

したが定説になっている言葉です。音声言語＝日本語だけではない。だか

ら音声言語を強く出すのであればアイヌ語も出さなければならない。そう

いう事を頭に入れながら日本語を考えたので凄く迷いがありました。話が

どんどん大きくなっていきます。絞るところは絞ったほうがいいと鈴木さ

んと事務局と話し合いました。私たちのペースは止めて市長の思いを優先

しましょうという事で話をまとめました。 

【鈴木会長】凄く表現が難しいですよね。佐藤さんが先ほど言われてきた事なのですけ

れど、元々この前文はとても抽象的な表現になっています。そういう抽象

的な表現にするというのは、結構前文を他の前文等見ていくと結構多いで

すよね。だからとても抽象的という事は具体的な説明が乏しいという事だ

と思います。結構具体的に言えなくて、哲学的な文章になるのですよね。

という事で、どうしても抽象的な表現に頼らざるを得ないのかなというふ

うに思います。だからここまでで今野先生が言われていた表現なのですけ

れども、どこまで説明を加えていったらいいのかちょっと難しいのかと思

います。たぶん、この独自の言語体系というかその部分では修正案ですけ

れども、「手話は音声言語である日本語と異なる言語であり、耳が聞こえ

ない、聞こえづらいろう者が物事を考え会話をする時に使う言葉として育

まれてきた。」結構これ、考え抜かれたそういう文章かなというふうに思

います。やっぱりできるだけ独自の言語体系といった時に手話は特別なも

のだよと捉えていくそういう解釈になってしまう、だからそれをできるだ

けそういう解釈にしない事が大事ではないかという思いと、それから実は、

次の所、「耳が聞こえない、聞こえづらいろう者が」、これの中にろう者と

言う言葉が入っていますよね。このろう者と言う言葉なのですが、この検

討会を 5 回続けてきて委員の皆様のご意見をお聞きしているとやはり、

ろう者と言う言葉がとても大事というかキーワードのような気がします。

最初市民と言う言葉で規定しようかという事で検討会の中でも一時期ま
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とめていった事もあったと思います。しかしやはり、考えている事とろう

者という言葉は議論になっていくのだなと解釈をしました。そういう部分

では前文の中に「耳が聞こえない、聞こえづらい、ろう者」が入っていて、

これでいいのではないかと思います。それから、「物事を考え、会話をす

る時に使う言葉として育まれてきた。」これも凄くわかり易く書かれた表

現です。育むという言葉なのですけれども、この言葉を使ったという事は

これまでの大変な歴史があるという事を具体的に表すのではなく、育むと

いう言葉の中に表現したのかなと思います。そういう意味ではたった 2

行の文章ですが、抽象的だけれどわかり易い文章になっていると思ってい

るのですが委員の皆さんはいかがでしょうか？ 

【神委員】１つ質問いいですか？事務局に質問します。 

       最初にたたき台を作った時には、「音が聞こえない、聞こえづらい」と

載っていたのですけれど、修正案を見たら「耳が聞こえないと言葉に変わ

っている」のですが意味はなんでしょうか？ 

【事務局鈴木】佐藤委員と話して、結論は出ていないのですけれど、言葉の使い分けに

ついて説明させていただきます。最初「音が聞こえない」という表現です

が、これは音が聞こえないという状態のイメージですよね。では「耳が聞

こえない」となるとこれは障害をイメージさせるという意味で若干違うの

かなと。最初音と使っていたのは、これは障害をイメージさせないような

という事で、「音が聞こえない」という状態を表すために使っていたので

すがここで耳に変えたのは、前回の検討会のろう者と言う言葉が、音が聞

こえない聞こえづらい人という事がわからない人もいるのではないか、そ

れを広げていかなければいけないという意見があり、そこはあえて抽象的

にしないで「耳が聞こえない、聞こえづらい人がろう者」なんだよと初め

て見る人にとってよりイメージしやすいように抽象的な「音が聞こえな

い」という状態ではなくて耳が聞こえないというのは障害だと捉える人も

いるかもしれないけれども、あえてろう者というのはそういう状態の人で

すよという事をわかり易くするために言葉を置き換えました。 

      これについても、音が良いのか、耳が良いのかを皆さんで議論していただ

ければと思います。 

【玉手委員】今の説明を聞くまで、初めの音が聞こえないというのはちょっと変だなと

思いました。でも一般的には「耳が聞こえません」という言い方をします

が音も耳もいらない、「聞こえない」だけがいいのかなと思いました。そ

ういう表現の仕方も We love コミュニケーションのパンフレットの中で

はあえて、音とか耳とか使わないで聞こえない、聞こえにくい事で周囲の

人たちとコミュニケーションを取りにくいというような説明書きがあっ
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て、そのほうが私はスッキリするかなと思いました。でも、今の聞こえな

い事の障害を強調するというかそこで耳を付けたと説明を聞いて迷って

います。 

【事務局鈴木】耳がという言葉を取った場合通じますかね。 

【小林委員】これを見ると、私達聴覚障がい者は聞こえない、聞こえにくい事でという

ふうに読んで私だから分かったわけではなくて一般的にもわかるのかな

と思ったのですが。 

【事務局鈴木】この 4 ページ目の修正案の部分の耳がという言葉を取った場合、通じ

ますかね。 

【小林委員】聞こえない、聞こえづらいろう者で繋がるので。あまりこだわらないので

すが。そういう方法もあるかと思いました。 

【鈴木会長】文章的に耳又は音と言う言葉があるとわかり易いですよね。あった方が良

いと思います。ただどちらにするかですかですかね 

【舘浦委員】私達が手話を表現する時に聞こえないと。耳が聞こえないとはあまり表現

しないなと今説明を聞いて思いました。私たちは聞こえないで分かるけど

一般の市民が逆にどうなのか分からないので。 

【杉本委員】今まで仕事とかで、健聴者がいろいろ話をしてきますので、私は耳が聞こ

えません、あるいは聞こえないです言っています。今玉手さんの話を聞い

たら間違いだったのかなと思ったのですけれど、間違いではないと聞いて

安心しました。 

【玉手委員】それは普通に私も耳が聞こえないという言い方はするし、一般的にはする。

けれども耳が聞こえないというのはなんか･････ 

【杉本委員】聞こえないという手話、おいでおいでとか 

【玉手委員】例えばその対応で表現は耳とは言っていないけれども、耳の所で聞こえな

いとやるから日本語としては耳が聞こえないという。 

【佐藤委員】目が見えない。仮に変えたら光が見えないという事になります。 

そういった議論はした事が無い。うちの内部でも音とか耳とか書いた事が

ありません。深く考えた事が無い。 

【鈴木会長】確かにそうですよね。光が見えないとかあまり言わないですよね。耳がと

いう事でよろしいですか？ 

【佐藤委員】今までこれでやってきましたし、音に変えている所もあるけど特に反感が

出たという事も聞いていない。 

【神委員】途中で変わったのでなんで？と思ったのですよね。 

【鈴木会長】では、耳が聞こえないという事で、これでいきたいと思います。あとござ

いませんか？ 

【杉本委員】今会長のお話がありましたけれど、音が聞こえない、聞きづらいそれにろ
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う者を付けた方が良いと思います。是非お願いします。ろう者と言う言葉

があればいいなと思いました。無いと自分の気持ちが縮んでしまう。皆さ

んも同じだと思います。 

【鈴木会長】しっかりろう者とつけていますので、どうぞ元気だしてください。はい。

あとございませんでしょうか？ 

【小林委員】四角の中ですけれども、耳が聞こえない、聞こえづらいろう者となってい

ますけれども聞こえづらいろう者というのはちょっと私わからないです。

聞こえないろう者ではないでしょうか？聞こえづらいろう者もいるとい

う事ですか？ 

【玉手委員】ここでいうろう者は、聞こえのデシベルとかは関係なく言っているので、

ほとんど聞こえていても言っているので、その人がろう者と言えばろう者

ですという捉え方でいいのではないでしょうか。 

【鈴木会長】よろしいですか？聞こえづらい。 

【舘浦委員】 ちょっと聞こえるけれど、私たちのようにしっかり聞こえないろう者が

いるというのかなと思いました。 

【杉本委員】補聴器がついていても会話がわからない人もいますよね。音が聞こえるだ

けで、意味まではつかむことができない人もいます。 

【佐藤委員】補聴器をつけている人もいるけれども、全部を対象に考えています。 

【小林委員】そういう人も含めてろう者という事ですね。 

【鈴木会長】基本条例の資料２を見ていただきたいのですけれども、確認していきたい

と思います。 

      まずは前文の部分に関しては上 2 行、これはそのままですね。それで 3

行目 4 行目ですね、ここの部分がこれまでの修正案でいくと、「手話は音

声言語である日本語と異なる言語であり、耳が聞こえない、聞こえづらい

ろう者が物事を考え会話をする時に使う言葉として育まれてきた」と、こ

の文言がここに入るという事ですよね。あとは障害者権利条約や、障害者

基本法に基づいて言語として位置づけられたた手話を市民が使いやすい

ような環境にしていく事が市の責務であり、今こそその取り組みを進めて

いく事が必要であると。最後にここに手話は言語として認知し、市民が手

話の理解の広がりを実感できる石狩市を目指しこの条例を制定する。これ

がいわゆる前文になっております。 

       後は、いわゆる具体的な条例の目的とか手話による意思疎通を図る権利

の尊重とかですね。市の責任とか施策の推進方針の策定。それから、財政

上の措置。それから、第 7 条は委任ですね。そして、施行日というふう

になっています。 

       検討事項に関してはこの条例の施行後 3 年を目途として障がい者の福
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祉に関する法律の施行の状況、社会状況の変化に適合したものかどうかに

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要に応じて見直しを行うものと

すると。 

       今まで前文のほうに力を入れて検討してきたのだと思います。目的と言

うと今後もう一度見ていただいたらと思います。 

【玉手委員】事務局の鈴木さんに質問したいのですが、附則の検討の部分なのですが、

3 年を目途に検討を加えるとあります。その時は、今は条例を制定するに

あたってこのような検討会を開いているのですが３年後の見直しをして

いく時にまたこういう形をお考えなのか？ 

【事務局鈴木】それに関してはハッキリ書いていませんけれど、当然市役所内部だけで

はなく、条例に伴う施策や手話の周知がどれだけが進んだのかという事を

こういう検討会を作った上でやっていくべきだと思っています。 

【舘浦委員】今まで手話はろう者の言語という事をすごく前文の中でお話があったと思

います。それで目的のところに市民の目的の第 1 条の 2 行目ですね。「市

民が手話を使用して、」自立した日常生活を営むという文書があるのです

けれども、手話を使うのはろう者ですよと話は、今までしてきたと思うの

ですが、なんとなく市民が手話を使用してというふうになると、市民は誰

を指すのだろうという所がわかりにくいなと思います。大した修正じゃな

くてもいいのですけれども、もう少し「手話をする市民とか」、「手話をす

るろう者」とか誰を指しているかわかり易い言語が良いかなと思います。 

      市民が最初にきているから、市民が一般市民を指すのかこれから手話を使

おうとする市民を使うのか、今までの話でいくと手話を使うのはろう者だ

という話だからそういう人なのかというので疑問があります。 

【事務局鈴木】このたたき台を作ってからも市長を含め、複数の人が市民が手話を皆が

使うのかという事で分かりにくいという事で事務局でもここの表現をな

んとかしなければならないと思っていて、修正案として今考えているのが、

言葉をそっくり入れ替えるだけで「手話を使用する市民が、」という表現

を皆さん置き換えてイメージしてみてください。 

       市民が手話を使用してという事でいくと、使わない人もいる中で皆が手

話をしている人の自立するのかとイメージさせるのですけれど、これは、

いろんな市民がいる中で、手話を使用する市民という事で、言葉の前後を

入れ替えただけなのですけれども、これによって限定されるのかなという

事で修正を考えているのですけれど、皆さんこの違いはどうでしょうか？ 

【杉本委員】下のほうが良いと思います。上の場合だと市民全員という事にと見えるの

で、そうではなくて手話を使う人だけという事で決められているので良い

と思います。全部では無いと分かると思います。 
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【舘浦委員】たぶん内容はこの方がわかり易いかなと思います。 

【今野委員】下の方がわかり易いと思います。 

【鈴木会長】下の方がわかり易いという事ですね。では、「手話を使用する市民が、」と

入れ替えますけれどもこちらの方で表現していきたいと思いますけれど

もよろしいですか？あとはありませんか？ 

【神委員】 この条例の中には、差別禁止のような条文はありませんけれども、今ある

条文でその部分がカバーされますか？ 

【事務局鈴木】今ある条例の中ではカバーされないと思います。その話につきましては 

あくまでも今回は、手話は言語という事を広めていくのですげれども、た

だその中で条例ができたからと言って、障がい者に対する差別ですとか偏

見ですとかと言うふうなものは、別な形でやっていかなければいけないと

思っていて、大きなものとして、それはろう者だけではなくて、障がい者

全般に対する差別、いろんな差別という事なので、障害者権利条約を批准

するために、障害者差別解消法という法律を国が作りました。それはろう

者の例えば、手話に関する部分だけではなくて、障がい者全般になるので

すけれども、その中で市は、障害者差別解消法に基づいてどういうものが

差別にあたるという事をいろんなケースについて国と一緒に作っていま

す。ですからこの条例では、そこの部分がカバーされないのですけれども

別な法律でカバーされるというのが、あくまでも、今回は障がい者に対す

る支援施策ではなくて、言語としての手話を広めていく。それが最初は、

障がい者施策なのかというふうな部分があったのですけれども、議論の中

で良い方向になったので、そこに差別だったり、それが保障されない時に

どうするかという意見もあったのですけれど、それはまた少し違うような

観点でしっかりやっていくという事で整理しています。 

【神委員】 例えば、市民の責務として第 4 条として手話を使う人が安心して暮らす

事ができる地域社会の実現に努めるという言い方ですけれども。障がい者

差別になるのかどうかわかりませんが、例えば手話を使う事によって、差

別を受ける事があってはならないというような一文が障害者差別禁止法

とはまた別な意味で入ってもいいのかなと思ったりもしたのですけれど

も。 

【事務局鈴木】今のご意見に関して例えば 2 条、権利の尊重もなかなかまだ保障まで

いかないのですけれど、尊重というもので、今の話で市民は手話による権

利を有し、手話を使うものを差別してはいけないみたいな書き方もできる

のですけれども、そこに差別解消法でいくと、例えば障害の有無の個人の

特性によって、お互いを尊重し共生社会を作っていきましょうみたいな観

点でいけばここの 2 条の部分は表現できるのですけれど、そうではなく
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て、当然の権利として尊重されるべきものだという表現にしていまして、

市民の責務という事でいけば、例えば市がこういうふうな条例を作りまし

た。という事で努めるとなっているのですけれど、市が一生懸命お伝えを

しても市民の協力、理解がなければ進んでいかないので、そこは条例を作

ったから市民も理解してくださいではなくて、条例に基づいてどうやって

手話が言語である、手話をろう者が使っていると皆さんにお伝えしていく、

広く知ってもらう事によって手話を使っている状況について、皆が見慣れ

ている、そうする事によって石狩の中で手話を使っている事を見る人が

「全然違和感が無い。」というような社会を作っていくという事が目指す

ものなので、そこに差別とか個人の尊厳、共生社会と言葉を使ってしまう

と、やはり障がい者施策というふうな観点に一つの言葉でガラっと変わっ

てしまうのでその言葉については、かなり気をつかって作っています。 

       条例に出てこない部分については、どうやってやはり手話は言語である

という事を皆さんに理解してもらうのか、ろう者がどういう方なのかとい

う事を施策として伝えていく事をしっかり決めていかなければいけない

と思います。 

【鈴木会長】基本条例のたたき台ですけれども、素案に対してこれだけは言っておきた

い事はありませんか？ 

【佐藤委員】ありません。 

【鈴木会長】では、この素案で進めていただきたいと思います。 

      それでは次行きます。3 番目です。提言書に盛り込む内容についてという

事で。 

【事務局鈴木】提言書について再度説明させていただきます。今回条例の内容について、

施策に関して検討会として提言をいただきたいということで会長に提言

をお渡ししておりまして、それに対する提言という事を 8 月 20 日にい

ただきたいと思っていますけれども、今回条例の素案という事であくまで

も市が原案を作ったという事で今日、前文の第 2 段落を修正したほうが

いいと。先ほど第 1 条の目的中、「市民が手話を使用して」を「手話を使

用する市民が、」に修正したほうが良いというご意見がありました。具体

的な原案に対してしたらいいですかというのが 1 番です。 

       2 番目につきましては、前回の検討会で施策の推進方針に基づく施策と

してどういうものをやっていくかという話で、主に学校における手話の学

習の機会を作ってほしいとか、そういうふうな意見が出ていたと思うので

すけれども、それは市としては進めていくという事ですが、それ以外に例

えば出ていた項目でもっと細かくやっていくべきだと検討会としての意

見として出るのであれば、それであれば提言書の中に盛り込むべき内容と
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して提言をしていただきたいという事で佐藤委員がおっしゃっていた市

役所職員の名刺に指文字を入れるアイデアとしてはメモはしているです

けれど提言まではなかなかならないのかなと。これは施策として市が是非

やるべきだという事で事務局が提案しているもの以外で盛り込むべきも

のがあれば書いていただければ。 

【佐藤委員】今日ですか？ 

【事務局鈴木】今日お話をいただいて、正式には次回です。そのための事前の皆さんの

意見交換です。 

      引き続き、(2)。要約筆記についてという事で、検討会の議論の中で要約

筆記につきましては、福祉サービスの 1 つとしてしっかりやっていくと

いうふうな事が必要じゃないかという意見が出ていたと思います。 

【佐藤委員】20 日じゃなくて今やるのですか？ 

【事務局鈴木】今はどういう内容にするかという事をある程度今日お話をしていただい

て、次回はっきり言葉として載せるための準備。 

【佐藤委員】例えば小学校、中学校の子ども達に手話を覚えてもらいたい。そして、市

内の子ども達による手話の弁論大会を開いて欲しい。 

【鈴木会長】条例の内容はいいですね。問題は是非皆さんからご意見いただきたいのは、

2 番目の付帯意見の(1)の施策の部分です。 

      今、佐藤委員から話があったのは、手話を広げて、小中学生に手話を広め、

弁論大会みたいなものができればいいねというお話でした。 

【舘浦委員】例えば前にも意見交換の中で出ていたと思うのですけれども、市の職員と

か消防の職員とか、公的な機関の中でそういった手話は言語みたいなとこ

ろを話す機会とかがあってもいいのかと思います。 

【佐藤委員】補足説明ですが、やはりやってほしいと思っている理由は、役所は異動が

ありますよね。鈴木さんや課長、部長がずっとこの条例のためにいるわけ

ではないですよね。また異動されますよね。新しい人が来るたびに、一か

ら話さなければならない、そういった経験が何度もありました。連盟の役

員をやって 5 年間、一番の悩みがそれでした。担当者が代わる度に一か

ら話さなければならない。行政の継続、一般的に言いますがそういう部分

は継続されていません。だからそこを考えてほしい。 

【鈴木会長】続けてくださいと、そういう事ですよね。 

【事務局鈴木】事務局としても、石狩市職員に研修をやっていきますという事で施策の

中で具体的に書いてありますけれども、それだけではなくて公的機関、消

防とか。それ以外になるとどういうとこになるのでしょうかね？ 

【事務局鈴木】市が業務を委託している会社とか、表現とか機関は、再度検討したいと

思いますけれど。民間の所にとなるといきなり条例を作ってという事は難
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しい。もう少し先なのかなと思いますけれど、その前に市役所が事業所と

してどれだけ手話を根付かせていけるのかなという事で、一つ例示を挙げ

たのですけれど。例えば消防にしたって救急の部分と手話が必要だとある

ので、その辺り公的な機関含めてどういう所が必要かと事務局としても持

ち帰ってハッキリ提言の中に盛り込んでいただくと良い意見だなと思い

ます。 

【舘浦委員】公的機関と言うと今思いついて、民生委員さんですね。民生委員さんは前、

私の仕事の中で手話通訳者が市に設置されていることを知らなかった事

があって、相談を抱えていたことがありました。それを考えると地域の相

談になる人にも条例の話を相談窓口になるような形に話してもいいのか

なと思います。 

【杉本委員】最近、市の条例の取り組み、それが市の新聞等に載っていました。意外と

問い合わせ等が増えたと思います。市職員の方も手話で挨拶をしてくれま

した。また、石狩翔陽高校でもテレビ局の放送を見てこんなのがありまし

て、私が頼んだのではありませんが、新聞を見たという事で問い合わせが

ありました。だからどんどん問い合わせが増えて忙しくなるかと思います。 

       今回の条例が無ければ動かなかったと思います。でも、こういった取組

みがあったおかげで問合せがきました。 

【佐藤委員】札幌市議会委員に手話言語条例で、国の手話言語かどうかわからないので

すが、相談したいと電話が入ったくらいです。市議会議員から電話が入っ

た。札幌聴覚障害者協会のほうに行って、内容がこの事なのか国の方から

かわからないのですけれども、反響が大きいです。 

【玉手委員】今までは市がやる事ばかりと載っているのですが、例えば石聴協とか手話

サークルにいて、私達も市民ですよね。私達もこういう社会を実現するた

めに何かをしなければいけないという事では、この中に市がやる事だけで

はなくて、関係している石聴協とか、石狩聴力障害者協会とか関係の手話

サークル、通訳者の団体とか要約筆記の関係団体がお互いに協力し合って

手話を広めていく、理解を広めていくイベントを行うとかというところの

文言があってもいいのかなと思っています。 

【事務局鈴木】市は協力をしてやっていくといいという意味だと思いますよね。それに

関して言えば、例えば今、講習会なんかをやっているのですけれど、1 時

間とか 30 分とかの手話がどういうものかという事を知ってもらうきっ

かけづくりみたいなもの。おそらく協会とかサークルの方が先行してやっ

てくれていると思うのですけれど、そこに市も参加させてもらって手話が

言語であるという事を、楽しく体験的に学ぶ場というのが必要なのかなと

いう事で是非、協会とサークルの皆さんと一緒にプログラムとして作り上
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げたいなということは考えています。 

【佐藤委員】「手話祭り」わかり易くていい。 

【事務局鈴木】今の玉手委員の話でいきますと、条例を作って最初はいろいろやってい

くかもしれないけれど、それはどんどん最初の気持ちみたいなものが薄れ

ていかないように年 1 回イベントをやっていく事によって継続していく

のかなという事で、どんな形でやるのがいいのかという事ですよね。是非

今後、施策の部分として話し合いをして考えていきたいなと思うところで

あります。 

【佐藤委員】沢山だしたら、２年目が大変だよ。無理しないで長く、担当者が代わって

も継承ができるように。 

【事務局鈴木】担当者が代わってもやらなければならないような状況を作る。 

【佐藤委員】できるように、地道に続ける。時間をかけて石狩市もアメリカのあの島と

同じように、いつの日か手話に対する違和感の無い社会ができたらそれは

凄い。目先の事ではなくて、長い時間をかけてできたら良いと思います。 

【玉手委員】前回の検討会に市から頂いた、推進施策のイメージと言う中に些細な事な

のですけれど、子どもたちが手話を理解する機会作りについて検討してい

きますという案ですが、この手話の前に「ろうあ者理解」を入れていただ

きたいと。将来的には手話が広まっていったら必要なくなると思うのです

けれど、今の日本の社会の中で聞こえない人が置かれている状況というの

はやはり、きちんと学ばないと分からない事があると思うので、「ろうあ

者理解」と言う文言を入れていただきたいと思います。 

【今野委員】今のお話と関連するのですけれど、私は小学校・中学校で手話なり、ろう

者の理解というのを進めるのは、裾野を広げるという事で一番良いと思う

のですけれども、学校の小中学校の先生というのはだいたい 5 年くらい

で、他の江別とか千歳に転勤しまうのが通例ですので、先ほど役所の方は

転勤があるとおっしゃっていましたけれど、それでもやはり石狩市にはい

らっしゃると思うのですが、先生はやはり転勤が多いですから、もちろん

そういう中でも地道にやっていくためには手話のサークルですとか当事

者の方に、小中学校に出かけて協力していただく必要があるなとお話を聞

いて思っていました。それが地道な理解につながると思いました。 

【事務局鈴木】前回検討会の中で、総合学習に関してという事で教育委員会の千葉参事

から話を聞きまして、なかなか全校一斉には難しいという事ですけれどそ

の中で教育委員会と事務局が話をしているのは、やはり形としては出前授

業みたいなものを用意するという事で、大切なのは何かと言うと、子ども

たちが体感的に手話が言語であるという事を感じてもらうという事で、そ

のヒントとして佐藤委員がおっしゃっていた、ジェスチャー身振りではな
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くて言語だと。例えば、ジェスチャーを使って表せるけれど限界があるか

ら手話が生まれてきたのだという事を子供たちが、楽しく体験してもらう

授業を用意するという事と、小学校の方で障がい者の学習をやっていると

思うのですけれど、それは例えば車いすの疑似体験とかの授業が多いのか

なと思います。やはりろう者と直接接する事が凄く大切だと思います。そ

の出前授業については、ろう者の方が行かないと全く意味がないもの、行

政職員が行って副読本を配ってというのは、全く意味が無いのでそこをま

ずは、小学校の先生にとってこれは良さそうだなというのをいかに市と協

会とサークルが準備できるか、それは担当が変わったとしても誰でもでき

るプログラムをみたいなものを作れたらと思っています。 

【鈴木会長】他にありませんか？ 

      具体的な施策ですね。いくつかあります。 

共通しているのは手話を広めていきたい、それから教育の部分でいろいろ

やっていきたい、そういう所が共通しているのかなと思います。具体的に

は、５点に分けられると思います。 

１点目は、小中学生に手話を広めていくという施策をとってほしいとい

う事だと思います。話の中では、弁論大会とかができるようになればいい

なという意見もでていました。 

       ２点目は、公的機関で職員の方々に手話が使えるということを根付かせ

てほしいという要望だと思います。これも施策の中で入れてほしいなとい

う事です。 

       3 点目、市が関係団体と協力して手話を広めるために、継続的な機会と

いうかそういうものをできないのかなという事だったと思います。 

       4 点目は、ろうあ者の理解。そういうろうあ者の理解に対応する施策と

いう事が考えられないかなという事だと思います。 

       ５点目は、学校というかいわゆる総合教育と言えばいいのかな。学校教

育の中で、特に手話を広めていく、あるいは手話の学習ができる機会を作

るそういう、体験授業が効果的という事でしょうか。体験授業の機会を作

って手話を学習していく施策をできないかなという事だと思います。 

       だいたいまとめていくとこの 5 点くらいかなと思います。 

       後、附帯意見の(2)ですね。要約筆記という 1 番下の段ですが、これは

要約筆記の部分に関しては内容で掲載していきたいと思います。 

       

全体を通してありますか？無ければ今日の議題これで終わりました。 

      次回です。次回の検討会なのですけれども、次回は 20 日でよろしいです

か、8 月 20 日、6 時 30 分から開催したいと思います。 
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       最終的な内容の提言書の提出するために、最終的なご意見をお受けした

いと思います。 

【事務局伊藤】次回の会議に向けまして、事前に提言書の案を事前に送付させていただ

きたいと思います。その上で最終的に次回の会議の中で意見をいただいて

修正しながら最終的な提言としていきたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

【鈴木会長】ありがとうございました。それでは第 5 回石狩市手話に関する基本条例(仮

称)の制定に関わる検討会これで終了させていただきます。 

 

閉 会 
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 平成２５年１０月２５日 

 

会長 鈴木 幸雄 

 

 


