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第４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７月１６日（火）18：30～20：４0  

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 

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参事 千葉 則理 

傍聴者 １０名 

 

会議次第 

１ 条例素案たたき台の概要説明について 

 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 

４ 次回の検討会の内容及びスケジュールについて 
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開 会 

【事務局 鈴木】第 4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ます。 

       会長の方で進行をお願いします。 

【鈴木会長】会議の次第をご覧になっていただきたいと思います。今日はこの流れで進め

ていきます。まず、1番目。条例素案のたたき台の概要の説明について、事務

局からご説明お願いいたします。 

【事務局 鈴木】私の方から条例素案たたき台の概要説明についてということで、その前に

お手元に配布している資料を確認させていただきます。 

      資料１条例素案たたき台、資料２条例素案たたき台概要版、こちらにつきま

しては、事前に各委員に配布した資料と同じ内容となっています。 

      資料３佐藤委員提出書類。これは条例素案たたき台に対しての修正案とうい

ことで佐藤委員から事前に事務局に連絡がありまして本日このように、配付

しております。 

      資料４提言書案について、最終的にこの検討会の提言をいただくという事に

なっておりまして、提言書の内容の案について、後程検討していただきたい

と思いましてお配りしています。 

      次に、条例素案のたただき台について、説明をさせていただきます。 

      条例の名称なのですけども、これまで仮称という事で議論してきたのですけ

れども、今回検討会の意見踏まえて、手話に関する内容を決めるとしたので

『石狩市手話に関する基本条例』とします。 

       続きまして前文。条例を制定する意義などをわかり易く伝えるためにこの

条例に前文を置くこととしました。前文は４つの段落から構成しています。 

１つ目の段落は言語として位置付けられた手話に関する条例を制定する上

で、言語とは何かという事を前文の冒頭で示しています。 

2 つ目の段落は、手話は独自の言語体系を有し、音が聞こえない、聞こえづ

らい人が物事を考え会話をするときに使う言葉であり言語としての役割を担

っていると手話についての説明をしています。 

３つ目の段落は、障害者権利条約や障害者基本法において手話は言語とい

う事が明記されました。しかしこれはあくまでも手話が認められたという事

だけでその事を理念で終わらせずに手話を広め、手話を本当に使用できるよ

うにするためには、もっと具体的な取り組みが必要だと市は考えており、地

方公共団体である市として取り組めること、それは手話を使用している市民

がこの石狩に住み、働き生活をしている、その市民が手話を使いやすいよう

な環境を作っていく。その事は、まさに市の責務でありその取り組みを進め

ていくという決意を示しています。 

４つ目の段落は手話を言語として認知し、市が条例を制定して目指す目標
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として市民が手話の理解の広がりを実感できるまち、石狩市を目指すことを

示しています。 

続きまして第 1 条。前文の理念を実現するために、この条例を制定する目

的として、市民の手話への理解の促進を図ることにより、地域における手話

の使用しやすい環境を構築する。そのことによって、市民が手話を使用して

自立した日常生活を営み地域における社会参加をし、安心して暮らすことが

できる地域社会の実現に寄与することとしています。 

第 2 条、人間は言語を通じて人と人のコミュニケーションを図り、日常生

活を営み社会参加をしています。市民が手話により意思疎通を円滑に図る権

利を有し、その権利は最大限尊重されなければならないとして、人間が生き

ていくために必要不可欠な言語である手話によるコミュニケーションの権利

を明確に位置付けています。 

第 3 条、市の責務。この条例は、前文による理念や条例の目的を実現する

ために、手話を使用して、安心して暮らすことができる地域社会の実現を図

るための施策を講ずるものとして、条例としての具体的な施策の取り組みを

することを示しています。 

第 4 条、市民の責務。手話を使用して安心して暮らすことができる地域社

会は、市が具体的な施策を講ずるだけでは実現できる事はできません。市民

がその事を理解していただく事を、市民の責務として示しています。 

第 5 条、施策の推進方針の策定。手話を使用して安心して暮らす事ができ

る地域社会の実現を図るため、具体的な施策の推進方針を策定します。条例

においてどのような方針を定めるかの大きな項目を定めています。第 2 項に

おいて施策の推進方針として３つの事項を掲げています。 

１つ目は、手話の普及及び理解の促進のための施策に関する事項。 

２つ目は、手話による情報取得の施策に関する事項。 

３つ目は、手話による意思疎通支援の施策に関する事項としております。 

この３つのそれぞれの項目とそれを受けた具体的な施策の推進イメージは

後程詳しく説明します。 

続きまして第 6 条、財政上の措置。市は手話に関する施策を推進し、実行

するためには、予算が必要となる施策もあることから施策を推進するにあた

って財政措置を講ずるよう努めるという行政としての意思を示しています。 

続きまして附則の施行期日。条例の施行期日は、条例が議会で可決された

場合にその条例の施行期日、条例が実際の効力をいつから発するというもの

を定めるのですが、条例の施行期日については、現在未定としております。 

これは議会への条例案の提案の時期、第 5 条に定める施策の推進方針の策

定の検討期間を踏まえて、今後決めていく事とします。 
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また、この条例を施行した後に、法律や社会情勢等の変化に適合している

か 3 年を目途として、その内容について検討を加え、必要に応じて見直す事

としています。以上が条例の説明となるのですけどもここで条例の語句、言

葉の定義・意味についてお話します。 

この条例には、語句の定義、語句の定義というのはこういう言葉はどうい

う意味をするのかということを置いていません。条例において出てくる市民

の解釈についてひょっとしたらわかりにくいので定義を置いてわかり易くし

たほうが良いという意見があるかもしれません。また、手話と市民という言

葉の結びつきについて、スッキリしないかもしれません。このことは、これ

まで 3回の検討会の中で皆さんが議論してきた言葉の定義、「聴覚障がい者」・

「ろう者」・「中途失聴者」がありました。また、素案たたき台を策定してい

る途中において、事務局も市長ともこれについて話をしたところ、理解しや

すいように語句の定義を置くことができないか、という事も話し合いました。 

しかし現段階の事務局の考えとしては、条例上定義を置くことが難しいと

考えています。と言いますのが語句の解釈について、手話を着眼点にすると、

現在手話を使用しているろう者、ろう児、その家族、中途失聴者、手話通訳

者、手話のサークル活動をしている皆さん、聾学校の先生、手話講習会の受

講生、今は手話を使用していないけどもこれから手話を使う事になるかもし

れない方、手話を使う事は無いけども手話に対して理解を深める市民など今

挙げた例はその一部であり、それ以外にも沢山当てはまる市民がいるかもし

れません。そのような事から語句として限定するのが難しいと言うふうな考

えです。 

また、検討会の中で意見がありました市民の生活の活動場所を注目すると、

市内に住んでいる方だけではなく、市外から市内に通勤している方・通学し

ている方も含めると市では解釈をしております。 

続きまして、条例の施行に伴う施策の説明をさせていただきます。 

資料２の施策の推進方針の策定についてという資料を基に説明させていた

だきます。 

市では、条例で規定する施策の推進方針を策定します。施策の推進方針は、

条例の施行日以後にその内容を定め公表することとしますが、次の３つの事

項に関してそれぞれ施策の基本的方向と推進施策を定める事を想定していま

す。 

現段階の推進施策のイメージを説明させていただきます。たたき台概要に

記載しております、「市民が手話に身近に触れる事ができる機会を作っていき

ます」という事を施策のイメージとして掲げています。これは現在市で実施

しております、手話講習会とは別に、検討会の中で話も出ていたようにもう
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少し気軽に手話を経験できるように 1 時間程度の市民向け講座を新たに組み

立て、手話に対する理解をしてもらう講座を実施したいというふうに考えて

おります。おとといの日曜日、石狩では『ふれあい広場』という福祉のお祭

りがありまして私もそこに参加していました。その中で協会の杉本委員、手

話サークルの皆さんが手話体験コーナーとして 15 分の講座を開設しており

ました。また、要約筆記についても 15分の体験コーナーという事で両方とも

私も参加者として出させていただきました。非常に初めて学ぶ人にとってわ

かり易い内容で「いいな」と思い参加しました。 

そこで今後進めていく事としましては、やはり今回手話が言語だという事

を条例で位置付けてそれを市民の皆さんにどうやって楽しみながらわかって

もらうかという事を是非、市と協会・サークルの皆さんでそのようなプログ

ラムを作っていきたいというのが、今市が思っているイメージであります。 

続きまして、「市役所職員の手話の研修を実施していきます」という事を掲

げています。これにつきましては、石狩市で一番大きな事業所という立場で、

全職員を対象に手話の研修会を実施していこうというふうに考えています。 

その中で、市役所内で手話がどこまで浸透していき行政サービスとして手

話の提供をしていけるのかという取り組みを進めていきたいと思います。 

続きまして、「子供たちが手話を理解する機会づくりについて検討していき

ます」としております。これにつきましては、これまで検討会の中で意見が

出ていましたように小学校や中学校の総合学習において活用してもらえるよ

うな「手話は言語である」という事を理解できるようなプログラムを作成し、

教育委員会や学校へその活用について PR をしていくという事を考えており

ます。 

また、小中学校以外では幼稚園や保育園において手話を活用した教育や保

育活動の在り方について、幼稚園や保育園の関係者に相談をしながらその内

容を検討していくと考えています。 

2 番目、手話による情報取得の施策に関する事項。 

これにつきましては、現在市では行政の取り組みを説明するタウンミーテ

ィングと呼ばれる市民向けの説明会や市議会議員の活動報告会を開催する時

に手話通訳を配置して説明会を実施しています。 

市が現在、音声言語により発信している情報について、どのようなものに

ついて手話により情報取得していく事が必要か検討し、その取り組みを進め

ていく事を考えています。 

3 番目、手話による意思疎通支援の施策に関する事項。 

これにつきましては、手話による意思疎通の支援を行う者を養成すること

は、市民が手話を使用するにあたって、手話通訳者等を通じて正確な情報を
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入手し、または自分の意思を伝え、地域における社会参加をするために重要

である事から、手話奉仕員や手話通訳者の養成及び人材の確保について、他

の自治体の状況などを調査研究し、継続的に人材を育成し又は確保ができる

ようにその方法を検討していきたいと思います。 

以上が条例素案たたき台の概要、それに伴う施策のイメージという事で私の

ほうから説明させていただきました。 

【鈴木会長】ありがとうございました。全体を通してご質問ありませんか？ 

【今野委員】１つ確認したいことがあるのですけども、手話の専門家ではないので教えて

いただきたいのですが。手話といった場合に、２つあるとこの間聾学校に行

った時に教えていただいたのですけども「日本手話」と「日本語対応手話」

というものがあります。その２つはもともと違うものですという説明を聞い

てきました。前文の中には手話は独自の言語体系を持っていると書いてある

のですが、聾学校の先生の説明では、日本手話は独自の言語体系を持ってい

ます。日本語対応手話は日本語、単語をそのまま手話に置き換えただけです

よというふうな説明を聞いてきたのですが、その辺実際の所どうなのだろう

という事ですね。差支えがないか不都合が無いかという事を教えていただき

たいです。 

【佐藤委員】聾学校の先生のその考え方、言い方が非常に今大きな問題となっています。

先ほど２つあると言いましたが、「日本手話」というのは言語です。もう１つ

「日本語対応手話」は言語ではないです。２つになる事はあり得ない。そこ

を聾学校は勘違いしています。その指摘を北海道ろうあ連盟の名前で道の教

育委員長に出しました。出したのは、昨年の 11月か 12月。回答が欲しいと

いう事で 1 か月後くらいに回答をもらいました。回答をみますと説明になら

ないのでもう一度文書を出しました。具体的に実例を出して誰が言ったのか、

専門家というのが誰なのか、そういった資料は何の本なのかというのを全部

書いて報告・回答が欲しいと出しました。それも 1 か月くらいかかりやっと

1 月末ごろにもらったのですが、納得できるものではない。私たちが言いたい

のは日本手話、日本語対応手話どちらも言語という事に変わりはありません。

変わりは無いのですが、一般的な言い方としては手話で統一しています。ど

うしても「日本手話」、「日本語対応手話」２つでいくのであれば、どこがど

う違うのか説明してほしいとお願いしたのですが、きちんとした説明となる

回答をもらってないのです。この次はどうしようかと今考えているところで

す。その考え方を持っている事は残念です。100 以上ある聾学校の中で一部

の先生がそういうふうに言っている。そう言った点ではもっと丁寧な説明が

欲しいとお願いしました。主な内容をまとめて説明しますと、一部の当事者、

一部のろうあ者、一部の親、一部の人々にそのような声があるのだから、様々
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なコミュニケーションを取り入れたことをやるべきだと書いてある。 

       私が聞いたのはそうではない。手話と言ってもいい、日本手話と言っても

いい、日本手話と言うのであれば、「日本手話」と「日本語対応手話」とどう

違うのか説明が欲しい。でもその説明が何もない。 

       道議会の中である議員が質問しました。「日本手話による教育をやってほし

い」という事で、教育長が「はい、わかりました。」日本手話による教育をや

ってほしい。答えてしまった。私が知ったのは北海道新聞です。北海道新聞

を読むと次の事が書かれていた。 

「日本手話」と「日本語対応手話」は全く別と言っている。文部科学省は、

それは定義としては言っていない。 

全国で日本手話により教育を行っているのは、明晴学園と札幌聾学校の一

部だけ。おかしな流れになっているから、今どうしようかと考えている所で

す。だから、大学の先生だからもっと手広くいろんな所に聞いたほうが良い

と思いますよ。 

【今野委員】 教育が東京と札幌の一部でしか行われていないというのは、承知している

のですけども、という事は今の話だとあえて「日本手話」と「日本語対応

手話」区別する必要はないと。この条例の中でも区別する必要はないとい

う事でよろしいですか？ 

【佐藤委員】 そうです。つまり日本に住んでいる聞こえない人、１人１人の状況が違い

ます。生まれつきのろうあ者がいます。また、ろうあ者で逆に親が聞こえ

るという方がいます。途中で聞こえなくなったろうあ者もいます。また高

齢になって聞こえなくなったろうあ者もいます。どのろう者であってもそ

れが全ての手話だというのが私たちの考えです。 

【今野委員】 以前いただいたパンフレットには、一切そういった事が書いてなかったの

で確認のために聞きました。 

【佐藤委員】 考えたことも無かったので、あえて書いて無いわけですが、問題となって

いるのは、日本の中でここだけなのです。だから私も困っているのです。

大きくやった方がいいのか、しばらくそのままにして、手話言語法が成立

した流れが実現してからの方がいいのか、そういったものがあるので石狩

市が条例を作るにあたって私は慎重に扱っていかないと、せっかく市長が

条例を作るという発想をしたのですから、そういう意味で言うべきことは

言います。 

【鈴木会長】 佐藤委員の話は、手話は、１つという展開ですよね？ 

【佐藤委員】 私は１つしか考えていないです。 

【鈴木会長】 だから日本手話が、唯一それが手話なのだよという主張なのですよね？ 

【佐藤委員】 違います。普通に手話。日本は付かない、ただの手話なのです。 
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【鈴木会長】 今の話の流れで行くと、日本手話というのはイコール手話ですよという解

釈でいいですか？ 

【佐藤委員】（手話で GO の）パンフレットには、手話と記載している。日本を入れる場合

は、例えばアメリカの手話とかイギリスの手話とか外国の手話の出た時にど

この国の手話かわからないですよね？ 

      本当は『日本の手話』と言ってほしいのですけども、日本を代表する場合国

際的な意味の時に日本の手話と使います。ですから、手話というとどこの国

のものかわからないからそういう時は日本の手話。でも日本の中では新しく

できた法律、障害者基本法には日本手話はとは書いて無いです。普通に手話

としか書いていないです。 

【事務局 鈴木】事務局からもお話させていただきます。日本手話と日本語対応手話の 2つ

あるという事で実は今、札幌聾学校に通う親御さんから意見として、教育の

現場、札幌聾学校というのは、日本手話を中心に教育を進めているので石狩

が条例を作る上で、しっかり手話を何を指すのかとい定義を置いてほしいと

いうそんな意見をいただいております。 

       その意見を基に、全本ろうあ連盟の方にも条例を作る上で、手話について

定義を置くべきかどうかという事に対してアドバイスをいただきました。 

       それに対してはこれから申し上げるような例えをお話していただきました。

聴者が使っている日本語、いわゆる東京中心に使っている標準語と言われて

いる言葉があれば大阪弁、京都弁、北海道弁というような同じ日本語でもい

ろんな言葉を使っていますよね。じゃぁ、皆さんがそれぞれ使っている言葉

が言語じゃないよという事を誰が否定できるのでしょうか？そんなお話でし

た。 

       市としましては、今佐藤委員がおっしゃったように日本手話、日本語対応

手話というふうな違いのこれまでの歴史的な意見の対立があるという事もい

ろんな方から話を聞いて認識をしていますけれども、市が条例を定める上で

は、手話の定義することによって皆さんが使われている手話が、言語に当て

はまる、当てはまらないということを言うことはは適当ではないという考え

をもっており、手話は１つであっていろんな人がいろんな手話を使うという

ような認識を持っております。この条例において、手話という定義を定めて

はおりません。以上が事務局の考えです。 

【佐藤委員】いろいろな人が使う手話、全て手話。ただ使い方が違うだけ。日本語もそう

だと思います。使う人によって、使い方によって喋り方も違うわけだし、早

口の人もいればゆっくり話す人もいれば、日本語は１つで、その地域によっ

て使い方が違いますよね。それを手話にも同じように置き換えて考えるそれ

だけだと思います。 
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【杉本委員】日本手話が無ければ日本語対応手話もない。もともと日本手話があったから

日本語対応もある。ろうあ者の対応もいろいろあります。手話の置き換えで

表す人もいれば、日本語に合わせた聴者に合わせた表現をする人もいます。

例えば〝自動販売機″（手話により表現）これは日本語対応。今の表現でや

ると普通のろうあ者には通じません。色々な表現の仕方があるのです。 

       唯一の日本の手話と思っています。佐藤さんの言うとおり同じように思っ

ています。 

【佐藤委員】手話は１つ、２つではない。それとは別に例えば学者、研究者そういう人の

中で分類。先ほど杉本さんの例、自動販売機ありますね？こういう風に使っ

たら意味が通じる。それで意味が通じない場合は３つの単語をつける。そう

いう使い方をするろうあ者もいる。分類といいますか、研究している人がい

ると思います。それは研究者の話であって私達市民は、日常的にろうあ者が

使っているのは１つなのですよ。そこを分けられたら困るわけです。 

       僕でも時々メモする時ありますよ。例えば話をするその話は手話一発で話

が通じる。もし通じなかったら単語を３つか４つ使って自分なりに分析する

時があります。だから別に手話が２つ３つあるというような事にはなりませ

んね。それは健聴者が使っている音声言語も一緒ですよね。 

【鈴木会長】手話の解釈の仕方の議論があったと思います。 

      手話というのは、手話というふうに言われる規定されるものというのは１つ、

手話だよという事だと思います。おそらく言葉ですからその地域によって表

現の仕方が違うと思います。だから１つの方言のような手話の特徴があるの

かなと解釈しました。それでは進めますよ。 

【佐藤委員】せっかく田岡市長が考えている条例の話をしているのに、そちらのほうに話

が集中しては困ります。 

【鈴木会長】戻して中身の方に移っていきます。 

      まず、条例のたたき台の説明をしていただきました。もう一度全体を通して

ご質問等ありませんか？ 

【玉手委員】事務局にお聞きしたいのですけども、例えばここに書かれた目的にそぐわな

い事態があった時に、相談を持ち込む機関だとか場所については考えていな

いのでしょうか？ 

      例えば今は無いと思うのですけれど、昔自分が通訳をやった時に、病院に行

った時にそこの医者が手話に理解が無かったです。その場で通訳は出された

ことがあります。自分は手話を信頼できないので自分は筆談で。でもそのろ

うあ者は筆談では伝わらない。今はそんな事態が無いと思いますが万が一そ

のような事態が起きた時とか職場で例えば情報がきちんと得られないため通

訳を配置してほしいけども、そういう情報は提供できないと言われた職場の
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人たちの問題をどこに持っていくのか。今はどこにも持っていけない。そう

いう問題を相談するような窓口を設定については事務局では考えにならなか

ったのでしょうか？ 

【鈴木会長】要するに今玉手さんがおっしゃったのは手話相談の窓口の設置？ 

【玉手委員】この条例は聞こえる人もそうですけども聞こえない人がやはり手話が理解さ

れてきちんと生活できる地域を作ろうという事ですよね？でも手話でその人

の言語が手話である。筆談はほとんどわからない。そういう時に手話通訳が

市に依頼しても派遣できないのかという事は、今は石狩にはありませんけれ

どもそういう事が起こった場合相談を持っていく場所。 

       条例の目的に反するというか、そぐわないような事例が起きた時に相談を

持ち込む場というのはろうあ団体だとか通訳を派遣する場所に持っていくと

思うのですけれども。 

【佐藤委員】はい。代わって説明します。そういう話は 5 月、4 月に国の新しい法律が国

会で通りました。障害者差別解消法ができました。それに関わってくる。た

だ期間が 1年間か 2年間に例を出すことになっています。 

      今玉手さんが言っていた例はあきらかに差別だと。そういうものは石狩市だ

けではなく全国が対象になる。 

【玉手委員】私その事がよくわからないのですけども、今 1 年間と説明ですよね。でも、

今後いつ起こりうるかわからないですよね？ 

      例えばそういう差別というか権利を剥奪されるような事態がいつ起きるかわ

からないですよね？この条例が発せられた後に、例えば石狩市に通訳を頼ん

だら、通訳はいないから派遣できないなどの問題を持ち込む場所がない。 

【佐藤委員】北海道の条例の活用がある。石狩管内で起きた差別の例、それは石狩振興局

の中にあります。 

【玉手委員】それでは条例の中で言う持ち込む窓口の設置については必要ない。 

【佐藤委員】必要あるかないかまでは、今初めて出されたので整理はしていませんが、整

理は必要でしょう。 

【鈴木会長】差別というか、苦情と表現すればいいでしょうか？ 

【玉手委員】差別だけでなく苦情も含めてですね。 

【佐藤委員】ただ、これは手話に関する条例で、別のルールがあるのでそれを活用すれば

いいのではないでしょうか？今回の条例とは合わないんでしょうか。 

【鈴木会長】ちなみに、その条例の中に組んでいくのかいかないのかという話なのではな

いかと思います。今佐藤さんが言われたのは馴染まないのではという話なの

だと思います。他に活用すべき方法があるのではないかと思います。 

      ただどうしても条例の中で委員の皆さんの賛成が多ければ、附帯決議という

形で別枠に入れていくというのも無いわけじゃないですよね。 
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      ただそこまで入れるかというような意見も盛り上がってないような気がする

のですけどね。 

【舘浦委員】今の玉手さんの意見は私も思っていたところがあって、こうしてくださいと

いう事はないのですけども、手話の普及及び理解の促進ということが、条例

の中に入っているので、理解促進だとかそう言った施策に具体的な取り組む

案の中に条例で皆が理解して進みましょうという中で、それを市民の理解が

無いために権利を守ってもらえなかったという思いをした人の意見というの

は市としてもそういった声は聴けるような体制は作ったほうが良いと思いま

す。条例に載せる、載せないはわからないのですけども市民に条例を理解し

てもらうという部分でそういった声を聴く場所というのを市の取り組みの施

策の中で考えていただければいいかなと思いました。 

【鈴木会長】意見を聞く場の設置が必要かなという事でしょうか？ 

【舘浦委員】そうです。 

【鈴木会長】では、佐藤さん前文の修正部分のご説明をお願いします。 

【佐藤委員】石狩市の案を読んで、他の関係者の意見も聞きました。その上で出された意

見を整理して作ったものがこちらの修正案です。なぜこうなったかというこ

とを説明します。一番引っかかったところは言語の定義のところ。一つまと

まったところがない。一般的な言語としていろんな書き方もそれぞれ違う。

また、学者の意見もそれぞれ。昨年の 8 月札幌でたまたま、ろう教育に係る

大会があって日本言語学会の会長と会いました。話を聞いてみたらやはり言

語学会の中でも、言語についていろんな考えがある。。 

       例を取って言えば、テレビで沖縄語ではなくて琉球語を言語として認める

動きが沖縄の地域である。これは沖縄の言葉ではないと違った言葉がいろい

ろあるだろうけどまだ大きな力にまだなっていない。このように言語に係る

いろんな意見がまだあります。 

       ろうあ者の中でももう１つは、言語はお互いを分かり合うと書いてありま

すよね。感情だけで分かり合うのか、理性はどうなるのか。もしも感情だけ

でわかりあうのだったら動物の域を出ないそういう厳しい指摘もありました。

だからなかなか難しい。一番わかり易いのは、お互い歩み寄ったのは、「コミ

ュニケーション」という言い方が幅広いからわかり易いのでは。手話に関わ

って意思疎通に変えました。意思疎通の中には、コミュニケーションという

言い方が幅広くわかり易くていいのではないかと思って正確とは言えないけ

どもまとめたわけです。 

       それともう１つ引っかかるところが、手話は独自の体系を有しているとこ

ろがあります。それは確かにそう。だったら日本語に置き換えた場合は、音

声言語は独自の体系を有している事になります。けども一般的には日本語に
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対してそういう言い方はしていない。一般的にしていないのに手話にその言

い方をするのはおかしいと言う指摘もありました。そういうこと書かないで、

一般的に手話でいいのではないのか又は言語としての言い方も弱々しい。ち

ゃんと手話は言語だと短くまとめたほうはいいのではないか。日本で最初の

条例だから慎重に考えてほしい。最終的な結論でそういう事で修正案を自分

なりに作りました。 

       これが 100％言えるとは言えませんけれど、私はこれで出して更に修正し

たいと思っています。特に注意したことは、石狩市民の条例だからできるだ

け市民の目線の上に立って例えば、共生社会とはそういう言葉を入れてきた

つもりです。以上です。 

【鈴木会長】今佐藤さんの前文の修正案の説明をしていただきました。それに対して何か

ご質問はありませんか？ 

      たたき台では「言語は、お互いの感情を分かり合い」そういうふうに言って

いますが、「コミュニケーション」という言葉に入れ替えた方がいいというこ

と。 

      ２つ目が、音声言語のところですか。「音声言語である日本語とは異なるが、

日本語とは対等な言語」という表現にする。たたき台では「独自の言語体系

を有し」とあるのですけれども。 

【佐藤委員】日本語にも独自の体系はありますよね。うまく説明できないですけども一般

的には同じようにあるのであえてそういう言い方をいれる学者研究者の方の

考え方があるだろうけども、市民の条例においては一般社会の目線に立って

考えるとろうあだという意味で外したんです。 

【鈴木会長】音声言語である日本語と異なるので入れ替えたのです。 

【佐藤委員】日本語と手話、違う言語だという事を強調した。言いたいのは違う事を強調

した。一般市民に広まって手話はジェスチャー、身振りそういう意識がそれ

は違うという事を強く言うために入れたものです。 

【鈴木会長】独自の言語体系というか手話は独自なものだよというとてもわかり易い表現

になっているのではないかなと思うのです。 

      使い方というか、今野先生どうですか？ 

【今野委員】手話は１つという事は、共通理解はできていますので、私の独自の言語体系

という事は、手話の独自性を強調するためには使ってもいいのではないかと

思います。 

【鈴木会長】そのほうがハッキリわかり易いのではないかと思いますね。 

【佐藤会長】他の言い方があるのであればいいが、今は見当たらない。期間をおいて、他

に言葉がないか考えてみたい。 

【鈴木会長】これは今後の検討会の中でいろいろ意見出していただいて、最終的には次回
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の検討会までに事務局でまとめていただく、そういう宿題になると思います。 

      後は共生社会という表現を入れたらいいという意見ですね。 

【玉手委員】市からのたたき台をいただいた時に、やはり弱いなと感じ受けました。佐藤

さんの説明した所と同じ感情を分かり合うというのは、ちょっと違うなとい

うかそれだけでは足りないというのと、言語としての役割を担っているとい

う言い方は言語としては、言語ではないとかちょっと劣っているというよう

な受け止め方になるなと私はそういう感じ方をしたのですね。 

       佐藤さんの案は、私はそこら辺の弱々しさが無くてスッキリする文書では

あると思うんですが、１つなぜこの言葉の使い方をしたのかというところを

説明していただきたいのですが、4 行目で「手話は音が聞こえない・聞こえづ

らい人という表現」と次のところは「ろう者」という表現、5行目。今聞こえ

ない人の言い方を 4 行目と 5 行目では違うようにて使われているのですけど

も、なぜあえて違う使い方をしたのかを説明してください。 

【佐藤委員】最初にろう者と書いています。ろう者という言葉を概念と言いますか、皆さ

んがきちんと掴めているか、私はそうではないかと思っているので、そのた

めにあえて概念として書いたものなのです。 

【鈴木会長】他にご質問ご意見ございませんか？ 

【神委員 】私もこれを最初に読んだ時に、今玉手さんが言った同じ部分がちょっとひっ

かかっている部分だったのですね。それでわからないのですけどもこの前文

の中にカッコ書きを入れる。例えば 4 行目で音が聞こえない、聞こえづらい

人の後ろに（ろう者）とかっこでつけるのはどうなのでしょうか？ 

【佐藤委員】かっこを入れた方がわかりやすい。 

【神委員 】そうかなと思ったのですが、急に言い方が変わるのでさっきは聞こえない人、

聞こえづらい人と言っているのに、急にろう者という言葉がぽんと出てきた

らなのだろう？と思うのではないかなと思って。 

【佐藤委員】市がどう考えているのかはわからないけども、1か月の間にもう一回考えてみ

たらどうかなと思います。 

【神委員】入れるとわかり易いと思うのですけど前文という部分にカッコをいれるのかい

いのかどうかというのがわからない。 

【佐藤委員】それも含めて私自身 100％スッキリしないのはコミュニケーションを基礎を

成し、知識を蓄え、文化を創造する。同じ仲間でも考えが 2，3 あってこのま

まにしたのですが、もう少し考えてみたいと思います。 

      それが間違っているとは思いません。いろいろパソコンで調べたけど何も無

かった。もう少し時間が欲しいです。 

【神委員 】もう１つ思ったのが、最後の方で、ろう者の社会参加や社会貢献を促進しと

かに繋がる部分が目的と重なるというか同じ事を、第 1 条の目的と同じよう
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な文章になっているなと思って、同じでも構わないのか？ 

【佐藤委員】気がつかなかった。ダブりがあれば整理すればいい。 

【神委員 】その部分は強く言いたい。という意味でダブりがあってもいいのかなと言っ

たのですけれど。 

【佐藤委員】ダブらない方がいい。 

【鈴木会長】佐藤さんが作っていただいた前文ですが、修正案を見ていて思う事はかなり

共通しているんだと思います。この文案に関しては、もう一度事務局のほう

で検討していただいて、次回の修正した案をまた出していただくというふう

にできないかなと思います。 

       それではあと、このたたき台へのご意見等ありませんか？ 

      今中心になったのは前文です。目的というのもあります。それから第 2 条の

部分に関しては、手話による意思疎通を図る権利の尊重という項目がありま

す。それから第 3 条、市の責務。それらが規定されています。それから第 5

条には施策の推進方針の策定が規定されています。第 6 条は財政上の措置に

なっています。第 7条は委任となっています。そして附則。 

      前文以外の所で何かご意見ご質問等ございませんか？ 

【小林委員】市で出されたたたき台を読んで本当に良いのができたと思っていたのですが、

その後で佐藤さんのほうから修正案がきて、それを読んで感じたことは前回

ろう者とは限らないというふうに言ったはずなのがまた、修正案でろう者と

いう言葉が入っているのがちょっと納得いかないのですけれど、どうしても

入れないと条例として弱いというのであればしょうがないと思うのですけれ

ど、聞こえない人・聞こえづらい人に手話条例を作るという事で皆納得した

と思うのですけれども、そこがまた音が聞こえない・聞こえづらい言語であ

る、その後で手話はろう者が社会参加についてとなっているのですけれど。 

      それ以外は、市が考えた案に賛成です。 

【佐藤委員】ろう者とは何かわからない人がいるだろう。ですからわかり易く概念として

書いただけなのです。 

【玉手委員】小林さんが今おっしゃったのは、前回の会議でろう者という言葉は使わない

と言う。 

【小林委員】いえ、ろう者は使いますけれど、条例は誰のための条例かという事に特定す

ると、石狩市民みんなのためというふうになりましたね。 

【佐藤委員】それは書き方の事です。言いたいことはわかります。 

【鈴木会長】それも含めて事務局のほうで修正していただけると。 

      古泉さん、ご感想お願いします。 

【古泉委員】皆さんとだいたい似たような意見ですけれど。佐藤さんの修正案で、私が感

じたのは、一部分日本語として表現がダブっているところがあるような気が
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します。 

【鈴木会長】日本語の部分で重なっているというかそういうところがあるのではないかと

いうご意見です。 

【佐藤委員】日本手話の音声言語である日本語と異なるが、日本語と対等な言語として意

味はそうだけれども書き方がしっくりしないなと、考えていたのだけどパソ

コンを見すぎて疲れてしまった。だから意味はそのままにして。別の言い方

がないのか事務局と修正したいと思います。 

【鈴木会長】修正していただけたらと思います。 

【佐藤委員】意見を交換しながら共生社会の実現に向かうという事をやりましょう。 

【鈴木会長】杉本さんありませんか？ 

【杉本委員】市から出されたたたき台で、「聞こえない、聞こえづらい人」はよいと思いま

す。いつも仕事上他の人が喋ってきても私は耳が聞こえないと人と言います。

私はろうあ者とは言いません。私は耳が聞こえないんですという言い方をし

ます。初めてだから初めからろうあ者という言い方はできない。聞こえない、

聞こえづらいはそのままでいいです。ろうあ者という言葉は一つもない私は

それが寂しいかなと思っています。最初は聞こえない人、聞こえにくい人と

いう言い方。でもその後になるとろうあ者という言い方がいいと思っていま

す。最初は市民がわからない言語を少しずつ分かってくれるかもしれない。 

      2年後、3 年後というふうになるとわかってもらえるかもしれないのでそれを

入れていただければと思います。それだけですね。 

【舘浦委員】皆さん意見交換した内容で良いと思います。 

【鈴木会長】教育委員会の方もいらしています。小中学校の総合学習の中で手話に触れる

機会づくりというかそういう事も考えていくと良いかなと思いますけれど。

教育委員会のご意見がございましたら出していただきたいなと思います。 

【千葉参事】教育委員会参事の千葉です。この条例の話し合い見ながら、特に前文の修正

案になる最後のところですが、「幸せを実感できる石狩市を目指す」そういう

言葉は、やはり子供たちに夢だとか社会の目立つ方向を示すだろうなという

ふうに思っています。その事を教育現場にいる先生方それぞれが考えて自分

の学校の教育内容、教育課程をどうするか考えていきます。 

      2回目から参加させていただいた中で、学校の中でのどういう学習をしている

か調べました。その中で小学校の音楽で今使っている教科書の中では、全校

合唱、手話を使って歌を歌う。それから学芸会でやっている学校もあります。 

 それから総合的な学習の中で、福祉という大きなテーマの中でその１つと

して手話を勉強する学校も複数あります。ただ、全部の学校ではそれを実施

できるかという事は、時間が限られていますので課題は多いかなと思います。 

       例えば、市としては英語教育を進めたいというのが１つあります。それか
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らそれぞれの地域厚田でも浜益でも地域性を活かした教育を題材として設定

したい。それぞれの学校ごとの課題がありますので、そこは教育委員会とし

てこれを必ずというのは難しいと思います。ただ、今最初に話したようにこ

の条例の趣旨を理解してもらって、学校教育の中に活かしてもらう。何が活

動として取り入れられるのか考えられるのはとても重要だと思います。 

【鈴木会長】ありがとうございます。教育委員会の中でも手話条例の趣旨に基づいて、具

体的に考えていきたいというお話でした。小学校全校で歌を手話でやるとこ

ろがあるのですか？ 

【千葉参事】一部だけ手話で表現しているので、その手話を表現することが耳の聞こえづ

らい方に意味があるかどうかまた別かなと考え方があると思うのですが、子

どもが体験するという事に意味があるかなと。 

【鈴木会長】教育委員会では、そういう趣旨に沿って条例を考えていきたいなという事で

す。たたき台の中で事務局から説明していただいた施策の推進方針の策定に

ついて、解説別紙があります。一応具体的な施策として、3 点イメージも含め

て提案されています。もっとこの他に、こういう施策をやってほしいという

事はありませんか？ 

【佐藤委員】市の職員も手話の勉強するのは賛成です。でもやる気が違う。手話通訳にな

ってほしいという意味ではなくて、手話を身に着けてほしいから目標を持た

せる意味で、手話検定を受けたらどうでしょうか？ 

       手話が上手い下手ではなくて、自分の手話がどの程度か知るためのもので

す。だから 5級 4 級は難しい事はないから、目標としていいかなと思ってい

ます。 

【鈴木会長】１つの意見という事で、手話検定を受ける機会があるということで、受けな

さいというのはなかなか難しいですよね。条例の施策としては入りませんよ

ね。 

【佐藤委員】はい。 

【玉手委員】教育委員会の方がいらしているのですが、さっきの説明に関連して手話とい

うものはやはり、手話を使って通じ合えて、初めて喜びが出るというか特に

子供の時に自分が表現した手話で聞こえない人と通じたという喜びを体験で

きる事は、私は素晴らしい事だと思っているのですけれど。歌を手話で表現

する。その次には聞こえない人と直接コミュニケーションを取れるような機

会を設ける授業を学校の中に入れていっていだたきたいなと思っています。 

【鈴木会長】そういう意見が入ってきました。 

【千葉参事】要望として、今後条例制定後に学校に伝えていきたいと思います。英語教育

の方でも、子どもが英語を使って英語を喋る方とコミュニケーションをとる

喜びで、ますます英語を好きになるという対応をしていますので、手話を本
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当に理解するためには、手話を使っている方とコミュニケーションをとると

いう事からの喜びも大事かと思います。 

【鈴木会長】他にありませんか？ 

【小林委員】要約筆記のサークルで話し合った事なのですけれども、小学校もしくは中学

校に手話のクラブを作って、サークルのメンバーの方で教えるレベルの高い

方いっぱいいらっしゃるので、教える資格として持っていない方でも一緒に

手話を楽しく学ぶ機会を作る方が総合学習に取り入れるよりは、気軽に入っ

ていけると思う事と、小さい幼稚園だとか保育園で子供が手話で歌を歌った

りすると親も興味を持つんですね。 

       保育園や幼稚園の先生は大変だと思いますが、そういう所で手話の歌を歌

うとか今日はこんな単語習ったよと親に話す事で親の理解も広がっていくと

思うので、子どものうちから手話に触れ合う機会を作れたら良いという意見

がありました。 

【鈴木会長】幼児教育の一環ですね、手話に触れる機会を作ってはどうかというか、そう

いう事を生活の中に取り入れていければいいのかなと思います。 

      他にございませんでしょうか？ 

      施策に関しては、いいアイデアがあれば是非、事務局にご連絡ください。そ

れでは、次は基本条例にかかる提言書の検討ですね。事務局からご説明をお

願いできますか？ 

【事務局 鈴木】第 1 回目に会長へ提言依頼、その時の内容は、条例の内容と施策について

検討会として、最終的に提言してくださいとお願いをしております。 

       条例の内容につきましては、本日たたき台という事で最終的に皆さんの確

認と条例の素案という事で文書にした形で提言していただきたいという事で

考えています。 

       もう１つ 2 番目の、付帯意見というものなのですけども、今お話していた

だいていますように、事務局が考えている施策以外について、今後盛り込ん

でご意見をいただきたい。これは施策というのは実際条例が施行した後に、

細かいものを盛り込んで行くという事なので最大限、その意見というものを

尊重したいというようなことで提言をお願いしたい。 

       あと、検討会の中で要約筆記について相当時間をかけて議論したと思うの

ですけれど、その中で事務局の説明として残念ながらこの条例の中で一緒に

要約筆記を規定することはできないけれども、福祉に関する計画の中でしっ

かり福祉サービスとして確保していきますというような事を説明しています

ので、これはやっていってくださいという意味で提言書の中に盛り込むべき

内容なのかなと案としてお示しをしております。 

【鈴木会長】ありがとうございました。 
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       １の部分に関しては、次回までに整理していただいてもう一度それを出し

ていただきたいなと思っています。 

      それから、付帯意見。２つあります。施策の附帯意見の部分と要約筆記の附

帯意見です。要約筆記に関しては、今まで検討されてきてだいたい意見がま

とまっていた部分をまとめていただいたという事で、基本的には大きな修正

は必要ないのではないかと思います。 

       検討していただきたいのは、施策についてというところの（１）の部分な

のですけども、この施策以外の部分でどうしても検討してほしい事がありま

したら、言っていただきたいということです。 

【舘浦委員】質問なのですけれど、この『ア』とか『イ』という所に推進方針の中にある

イメージというのを説明されたと思うんですけれど、それをここに入れると

いう事なのですか？ 

【事務局 鈴木】事務局としては１、２、３の大きい項目はどこまで細かくという事があり

ます。そこはやっていきますというような事を言っていますので、これ以外

の部分ですとか、この中でも是非細かい部分としてこういうものを盛り込ん

でほしいというような既に教育の方はいろいろ意見を出したけれど、それを

実際意見交換ではなくて、提言書の中に文書として盛り込みたいというよう

な事があればそういう細かいことでも構いません。 

       基本的に事務局と同じ内容であれば、そこに条例の施行を受けて策定して

いきますので、それと同じものであればわざわざ盛り込む必要はない。もっ

と細かい部分ですとか、載っていない部分という事をお願いしたいという事

なのですけれど。よろしいですか？ 

【佐藤委員】文書として入れるのは適当ではないと思うのですけれど、こういう事をやっ

て欲しいというのは聞いています。例えば市役所の職員に名刺を使う時に名

前の下に指文字を印刷する、そうすると関心が広まるのではないかという意

見があります。それは文書には書いてないのですが、具体例として、いしか

りの広報毎月 1 回発行していますよね、広報の 1番上でも下でも手話で石狩

市と書いて載せて広めるとか。 

       全道でも言っているのですが、市とか道の職員の面接の履歴書を書きます

よね。手話検定 5 級、6 級、１つの資格だからそれも入れる。そういう参考

にしてほしいと道の方に何回も言っています。手話は目で見える形でなけれ

ばならないので、余市あたりの道路工事の現場で手話を入れた看板がありま

す。あれはどうなのだという意見が出されています。今一番耳が痛い意見を

いいます。失礼だけども手話通訳者は市の非常勤ですか？ 

手話に関する条例を作る市が、通訳者が非常勤のままでいるのはおかしい

のではないでしょうか？自分の足元からきちんと体制を考えるべきではない
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かという意見が１番多かった。それを考えていただきたいです。 

【事務局 鈴木】今、手話の名刺に指文字をいれるとかそういう事は手話の普及の仕方の方

法なので提言書に盛り込まなくても市が進めるうえでどんどんアイデアを言

ってもらえれば、しっかりメモしていますので、実際施策として活かす時に

やっていきます。 

       あと、手話通訳者の身分に関しては、推進方針の 3 番の中の他の自治体の

状況を調査研究しどうやって確保していくかという事を検討していくという

事で、今後やっていかなければならないと思っています。 

【鈴木会長】施策について付帯意見として入れる事はありませんか？ 

       今の段階では具体的に入れる項目は出ていないと解釈していいですよね。

次回は、たただき台を取って案として出てくると思います。提言書の部分に

関しては、だいたいこれでよろしいですね。 

      今日の次第の内容に沿って審議してきました。 

【佐藤委員】次の予定はいつごろを考えていますか？ 

【事務局 伊藤】8 月 6日、3週間後を予定しておりますがご都合よろしいですか？ 

【鈴木会長】次は 8月 6日火曜日ですね。時間は 18 時 30分でよろしいですか？ 

【事務局 伊藤】今確認していたのは 5 回目の検討会 8 月 6 日という事なのですが、さら

にその次、第 6 回目の日程についてもし可能であればこの場で確認をしてお

きいたいと思うのですが、その 2 週間後の 8月 20 日に第 6 回目、この 6回

目の時に提言を会長らからいただくというスケジュールを事務局として考え

ておりますがどうでしょうか？ 

【鈴木会長】8月 20 日も 18 時 30 分でよろしいですね。 

      では、そういう事で 5回目の検討会が 8 月 6 日 18時 30分、6 回目が 8月

20 日 18時 30 分という事でよろしくお願いします。 

【事務局 伊藤】修正案につきましては、事前に事務局から送付させていただく予定にして

おります。それと会議の案内につきましてもそれぞれの会議の前に送付させ

ていただきます。 

【鈴木会長】今日もいろいろな意見がありました。中身の濃い検討会になったと思います。

次回 5 回目でどうにかまとめていきたいと思っています。今日はありがとう

ございました。 

 

閉 会 
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