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第３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６月１１日（火）18：30～20：０0  

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 欠席 

委員 佐藤 英治 ○ 委員 玉手 千晶 ○ 

委員 神  由紀 ○  委員 舘浦 睦美 

○ 

代理出席 

齋藤 早苗 

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 １３名 

 

会議次第 

１ 検討会の議事録について 

 ２ 条例のあり方についての論点整理 

 ３ その他 

４ 今後のスケジュールについて 
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開 会 

 

【事務局 鈴木】 みなさまこんばんは。委員のみなさま、傍聴に来ているみなさま、お越

しいただきありがとうございます。第３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これから始めたいと思います。私、事務局を担

当しております障がい支援課鈴木と申します。はじめに委員の出席につい

て報告させていただきます。身体障害者福祉協会の古泉会長について、体

調不良のため、欠席ということでご報告いただいています。舘浦委員の代

わりに齋藤委員がお越しいただいています。また、前回に引続きまして、

オブザーバーという事で、石狩市教育委員会百井部長、柴口次長、千葉参

事の３名にお越しいただいております。引き続きまして、早速会議に入り

たいと思います。会議次第にのっとってやっていきたいと思います。 

 委員のみなさまには、会議次第と２冊の冊子を配付しています。この２

冊につきましては、全日本ろうあ連盟さんが今、２つの大きなものを推進

しているという事で、全日本ろうあ連盟さんから提供をいただき、委員の

みなさまに配布しております。それでは進行を会長のほうにお渡ししてお

願いします。 

【鈴木会長】  みなさまこんばんは。第３回目の検討会です。最後までよろしくお願い

します。それでは会議次第にのっとって進めていきたいと思います。１点

目、検討会の議事録です。事務局の方でご説明をお願いします。 

【事務局 鈴木】 検討会の議事録という事ですけれども、前回２回目の議事の際に、１回

目の議事録をみなさんにお配りをして確認をするという事をさせていただ

きました。しかし、市の方で会議の情報を公開している所管とお話しした

ところ、議事録については検討会としてどのような議事録を作成して残す

のか、その確認をどうするのかと言う事を検討会として決めなければいけ

ないという事で、今日はちょっと遡るのですけれど、お諮りをしたいと考

えています。 

１つ目、記録の方法。検討会の議事録で、要点筆記、要点をまとめたも

のとして残すというもの。前回お配りして見ていただいたものが要点筆記

になるのですけれど、もう１つ、全文筆記、実際みなさんの一言一句のや

りとり。手話のやりとりも含めてですけれども、それを全部残すといった

大きく分けてこの２つの方法がありまして、これをこの検討会でどのよう

な形で残すのかという形で決定をしていただきたいと思っています。 

その議事録につきましては、石狩市は、広く情報の公開という事で情報

公開コーナーに備えおくことはもちろん、市のホームページ上に掲載され

るという事で委員のみなさま、個人の氏名も含め一言一句という事で公表

されるという状況になるという事も含めて検討をお願いします。 
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【鈴木会長】 検討会の議事録を作成しなければならないということであります。今事務

局から説明ありましたように、議事録の方法は２つあるという事です。 

       １つは要点筆記。もう１つは全文筆記。どちらで載るかわかりません。ど

ちらにしますか？ 

【佐藤委員】石狩市のやり方はどのように考えていますか？よくわからないので。 

【事務局 鈴木】検討会でどうするかということで、決定をしているという事のようです。

その会議でそれぞれ違うということです。 

【鈴木会長】どちらが良いという事務局としての要望はないですか？ 

【事務局 鈴木】事務局の立場として言わせていただくと、会議録というのは前回、前々回

という事で振り返るといった時に全文筆記というのは全て記録が載っていい

部分もあるのでしょうけれど、その論点とか要旨はなんだったのかというと

わかりにくいというような部分がありますし、要点筆記ですと要約されてい

るので、情報が正確に残っていないというような良い部分と悪い部分があり

ます。それを含めてみなさんが決定していただければと思っています。 

【佐藤委員】佐藤としては、要点をまとめるやり方の方がいいのではないかと思っていま

す。全文ですと絞りにくくなると思うのです。私もそのつもりで発言したの

ですが。 

【鈴木会長】今、佐藤さんから要点筆記がきちんと要点がまとめられているので良いので

はないかというご意見だったのですけれど、いかかですか？ 

      そうしますと、ご意見が無かったので要点筆記という事でよろしいですか？ 

【佐藤委員】よくわからないのですが、どなたが記録するのですか？ 

       ボイスレコーダー！わかりました。なんかおかしいなと思ったのです。 

【玉手委員】すいません。質問があります。要点筆記の場合も情報公開コーナーには載る、

市のホームページにも載せるんですよね？ 

【事務局 伊藤】その通りです。 

【事務局 鈴木】今要点筆記という事で決定していただいたのですけれども、要点筆記の場

合にどなたが発言したかというような事で、委員の名前まで含めて誰々委員

というような形にするのか、『委員』か『会長』か『事務局』というその３つ

の区分けでいいのかと、細かいお話なのですけれども、ここまで決めていた

だきたい。 

【鈴木会長】発言者の掲載の仕方です。最初は全員の名前を記載するという記載の方法、

もう１点は限定して『会長』、『事務局』、『委員』で記載するという事なので

すけれども、どちらがよろしいでしょうか？ 

【佐藤委員】私はどちらでもいいですけれど、他の方々はどうですか？ 

【鈴木会長】全員の名前載せますか？ 

【玉手委員】支障がないのであれば、名前を載せた方が後で振り返った時に、誰がどうい

う発言をしたのかというのはわかりやすいと思うのですけれど。 
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【佐藤委員】私は、発言が多いから佐藤、佐藤と羅列されますね。 

【鈴木会長】同じ名前がいっぱいというのを心配しています。 

【杉本委員】でも、要点筆記だったら名前が１個。話がいっぱいある場合はまとめて載り

ますよ。 

【玉手委員】どちらでも構わないのであれば、後ではっきりわかった方がいいのかな。振

り返るときにそれぞれの考え方が明らかになっていいのかなって、私は思う

のですけれど。そんなにこだわってはいません。みなさんがどちらでも良い

と言うのであれば、その方が良いかなと思う程度です。 

【鈴木会長】杉本さん、どちらがいいですか？ 

【杉本委員】どちらでもいいのだけれど、名前を省いてもいいかなと思います。 

【鈴木会長】名前は無いほうがいい？佐藤さんどっちがいいですか？ 

【佐藤委員】そこまで考えた事なかったです。 

【鈴木会長】小林さんいかがですか？ 

【小林委員】２回目の議事録をまとめたのを見ると、ちょっと分かりにくい所があるので、

名前を書いて要点を書いた方が、市のホームページを見た方もわかりやすい

んじゃないかなと思います。 

【鈴木会長】今野先生いかがですか？ 

【今野委員】名前があったほうがいいと思います。どういう意見でお話をしているのかっ

ていう部分がわかり易いと思います。 

【鈴木会長】今ご意見お聞きしていましたら、名前があった方が良いというご意見が多か

ったように思います。そうなりますと、委員の名前を記載した記録のページ

にするという事でよろしいですか？そういうことでよろしくお願いします。 

【事務局 鈴木】、第１回目の前回議事録をお配りしたものにつきましては、そこに名前を

加えまして、各委員のご自宅に郵送でお送りさせていただいて内容を確認し

ていただいて、訂正がある場合は、ご連絡いただきたいという事でその確認

を待ちまして最終的に確定するのですけれど、それは会長の署名をいただい

て確定するという方法を取りたいのですけれどよろしいでしょうか？ 

【鈴木会長】それではで次です。２番目の議題に移らせていただきます。条例のあり方に

ついての論点整理という事です。これまでの経過を含めて事務局から説明を

お願いします。 

【事務局 伊藤】会長の方でお話をお願いできますか？ 

【鈴木会長】これまでの検討会の議論なのですけれど、特に３点に分けて振り返ってみた

いと思います。 

       まず１点目、『条例のあり方』１回目の議論では、条例の２本の柱ですね、

１つ目に手話を言語として位置付けをする。２つ目の柱として、聴覚障がい

者の社会参加の環境づくりの促進の説明があったと思います。 

これに対して、事務局の説明なのですけれど、現段階の考えとして条例に
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おける法律で使用されている聴覚障がい者のうち手話又は要約筆記を必要す

る者に限定して定義する事を想定しているという事でした。 

       これらに対して２回目の検討会ですけれど、ろう者、手話に限定すべきと

いう主な意見と聴覚障害者全体、要約筆記も含むべきだという意見と、その

２つに分かれていったのかと思います。 

       それから条約の目的ですけれども、２回目の検討会での事務局での説明で

すけれども、条例は聴覚障がい者であって手話又は要約筆記を必要とする者

が、自立した日常生活又は社会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を推進する。それを目的とするとい

う説明がありました。これに対して委員の意見ですけれども、手話を言語と

して認めることについての議論が足りない。もっと議論すべきではないかと

いう意見も。それから言語について手話言語法制定の推進事業で参加した大

学の先生の意見を聞くのも１つの方法じゃないかと。 

ろう者にこだわると市民全体からの理解を得るのは難しくなるのではない

か。あるいは条例を作るのであればろう者、中途失聴者、難聴者に平等の条

例であってほしいと。ろう者は、少数言語者であり、手話を使う人とその者

に対する理解を深めるための条例にすべきであるという意見、あるいは聴覚

障がい者は、耳が聞こえない状態であると、ろう者とは耳が聞こえないこと

により手話を使っているという人、というふうに理解することもできるんじ

ゃないかと、自分達が使っている言葉が何なのかと聞かれたときに、手話と

言う人はろう者であると、ろう者は自分のアイデンティティだったという意

見があったと思うのです。 

それから条例の目指すものです。１回目の検討会の意見ですけれど、手話

を使う事に引け目を感じたり、恥ずかしいと思わなくても良い社会づくりが

できればいいなという事です。 

それから現在手話ができるが、手話に関する活動に関わっていない人にと

って関心を持ってもらえるきっかけになる条例になってほしいと、そういう

委員からのご意見をいただきました。 

条例の目指すものに対する事務局の説明ですけれど、いわゆる条例の目指

すものは、聴覚障がい者にとって、地域において手話であいさつだけでもし

てくれる人が増えたなど市民の理解の広がりが、暮らし易さを実感できるこ

とだったという説明ですね。２回目の検討会の委員の方々のご意見ですけれ

ども、手話を言語であるという事で認めることに取り組み、施策は別に考え

るという事で良いのではないかという意見です。 

条例において手話を言語として認知するだけではなく、背景にある文化は

なんなのかということを考えることも重要なこと。それから最後の意見です

けれど、条例を作って何を目指すのかという事を整理する必要性もあるので
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はないのかという事です。これまで１回目、２回目の検討会のご意見なので

すけれど、『条例のあり方』、『条例の目的』、「『条例の目指すもの』という３

点で整理していくことが大事なのかなと思います。 

       前回の検討会の中で、事務局に宿題が課せられていたような気がします。

それは全日本ろうあ連盟に出向き、意見の整理をしてくるという宿題であっ

たと思います。ろうあ連盟に２回目の報告等含めて、おそらく実際にろうあ

連盟の方々とお話をされて、それなりの整理もできてきたのかと思いますの

で、その事も含めて論点整理をしていただけるとありがたいと思います。 

【事務局 鈴木】６月７日に全日本ろうあ連盟に行きまして、そこの事務局長さんと日本手

話言語法制定推進事業を支援している日本財団の石井グループ長、２人と主

にお話をしてきました。石狩の方から行きましたのは伊藤と私２名で行きま

した。 

       大きく分けて２つの事について聞いてまいりました。１つ目が、検討会の

第２回目の議論の様子を事前に伝えた上で、『ろう者』という言葉と『聴覚障

がい者』という２つの言葉について、条例でどのような形で表記をしたり、

考えたらいいだろうかという事をお尋ねしました。 

それに対して、全日本ろうあ連盟の事務局長は、『ろうあ』という言葉、明

治時代『つんぼ』とか『おし』という差別的用語として使われていた時代背

景があり、その時は、マイナスのイメージがあった。その後、明治時代から

大正時代にかけて『ろうあ者』という言葉を使うようになったが、『ろうあ者』

というと〝かわいそう″というイメージがまだあった。一方、学校教育法で

は、ろうあ学校として、表記は統一されました。さらに、身体障害者福祉法

においては、聴覚障害者という言葉の位置づけがされて、今、団体の名前は

全日本ろうあ連盟とか、石狩聴覚障害者協会とか様々な名前が使われている

けれども、身体障害者福祉法によって『ろうあ』から『聴覚障害』という言

葉を使うようにというような行政指導が出ていた時代もあった。というお話

でした。 

しかしながら今は、障害者権利条約の影響もあって聴覚障がいというのは

医学的モデル、医学の観点から障害の程度によって区分されている考え方な

のですけれども、医学モデルではなくて、社会モデル、詳しく言うと障害が

あるないという事ではなくて、障害を受け止めるのは、社会の側の責任とし

ての見方という、『ろう者』という言葉と『聴覚障がい者』という言葉の使い

分けがあるというお話でした。 

世界で見ますと、障害者権利条約の中で使われている英語は『デフ』とい

う単語なのですけれど、日本語に直すと聴覚障がいではなくろう者という言

葉を使っているという説明があった中で、条例の中で手話に関して定めるの

であれば手話を使っている方〝ろう者″と表記をするのがいいのではないか
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とアドバイスがありました。 

更にお話がありまして、全日本ろうあ連盟と日本財団、２者の共通のお話

なのですけれども、検討会の中で〝誰のために″という議論になっているよ

うですが、手話に関する事を条例として定める、そこにあえて言うのであれ

ば、条例の対象は誰になるかというお話で言うと、それは『ろう者』に限定

するものではなく、また、『聴覚障がい者』に限定するのではなく、 

手話を必要とするもしくは使う人全てを対象にすべきではないかとアドバ

イスでした。もう少しわかり易く例を挙げてみますと、今サークルで活躍さ

れている通訳の方もそうですし、今、健聴であるけれども耳が聞こえないお

子さんが生まれた事によって、親御さんが手話が必要になる方も対象になる

だろうし、これから手話が必要になるかもしれない方、そう考えると今手話

を使っている人だけではなく、これから使う人、使っていないけれども周り

から市民として理解をするという考え方に立てば、市民全体の条例になるよ

うなものを作るべきじゃないかというアドバイスでした。 

       ２点目についてですけれど、要約筆記について、条例の中に含めるかどう

かという議論になっているという事を踏まえて、アドバイスをいただいたの

ですけれど、今回手話に関する条例、手話は言語という位置づけをして条例

として定めるのであれば、要約筆記はコミュニケーションの手段として分け

て考えるべきではないかというアドバイスでした。 

       大きく分けて２点がそのようなアドバイスだったのですけれど、もしわか

りにくい部分とかお話を聞きたい部分とかあれば後程聞いていただきたいの

ですけれど。その２つのアドバイスをいただきまして、事務局として今考え

ていることとしましては、条例につきましては、今回条例を作るきっかけ、

手話を言語として位置付ける事は、みなさんと同じ考えだと思うのですけれ

ど、その中で誰のためにという議論してしまうと、前回のようなお話なって

しまうのですけれど、全日本ろうあ連盟からアドバイスがあったように、手

話を使っているろう者の方もそうですし、これから必要になるかもしれない

市民を対象とした条例にしたいというのが事務局の考えです。 

       一方で、要約筆記に関しても前回の検討会の中で聴覚障がい者全体のため

の条例を作ってほしいというようなご意見があったと思います。それにつき

ましては、我々は今回条例を作るという立場で事務局の立場にいますけれど、

一方では、障がい支援課という立場で聴覚障がい者、もっては石狩市の障害

者全体の施策を考える立場にあります。その立場に立った時、要約筆記を必

要としている聴覚障がい者がいるという現実も、しっかり受け止めなければ

いけないと考えています。しかしながら、今回の条例を作る目的、趣旨に合

わせた時に、当初考えていました手話を言語として位置付ける事と聴覚障が

い者全体を考えるという事を、条例の中で２つを併せた形で定めるというの
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は、難しいという結論に至りました。つきましては、要約筆記を必要として

いる聴覚障がい者に関しては、障がい支援課として、石狩市の障がい者の福

祉計画というものを定めてそこで施策の推進をするという事を行っています

ので、今回の検討会の議論については、非常に重要な事として受けとめてい

ますので、もし、そこを障がい福祉施策として整理するのが良いのではない

かという検討会の結論に達するのであれば、提言書の中に検討会の議論が、

こういう事があったので、障がい福祉計画の中でしっかりやっていくべきと

いう事を、提言いただければというのが事務局の考えであります。私からは

報告という事で以上です。 

【鈴木会長】今ご説明いただきました。大きく分けて３点あるのかなと思います。１点目

は手話を言語として位置付けますと。それから２点目は誰のためという条例

の対象です。 

これまで、ろう者、聴覚障がい者、両方含めるべきだとか、あるいはろう

者にすべきだとか、いわゆる対象というのは、手話を使う全ての人と理解す

ればいいのだと思います。そういうふうに対象を考えていくと、全ての市民

がその対象に入ってきます。２つに限定して考えるのではなくて、手話を使

う人全てという事で市民全体という解釈になると思います。それが２点目の

説明ですね。 

それから３点目はいわゆる要約筆記ですね。この要約筆記をどういうふう

に捉えていくかということだと思います。要約筆記に関しては、やはりコミ

ュニケーションの手段という位置付けで考えていくという事。そうするとす

っきりと整理できるのじゃないかというお話でした。いわゆる施策の部分に

関しては、市の障がい福祉施策の方で具体的に検討していただくという提案

だったと思います。 

       これに対して、ご意見含めて何かご質問はありませんか？ 

【玉手委員】私の勘違いかもしれませんが、誰のための条例なのかと言った時に『ろう者』

という文言にこだわりましたけれど、ろう者のための条例にこだわったつも

りはないのです。そこが確認したいところで、文言は『ろう者』ですけれど

も誰のための条例かというと、第１の条例の目的は、手話を言語として認め

るという一致であって誰のための条例なのか？それはろうあ者のための条例

であるという事にこだわった事はないし、そういう意見はなかったと思うの

ですけれど。 

【鈴木会長】私の解釈は、ろう者、聴覚障害この２つの言葉が登場していたのだと思いま

す。この２つの言葉が戦っていたんだと思います。それを整理していくと、

ご説明あったように、両方とも使うのをやめましょうという説明だったと思

います。要するに、手話を使う人を全てというふうに解釈する。手話を言語

というふうに制定する。大目標もそこにあるのであったらその対象というの
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は、手話を使う全ての人という事に関してはあまり問題ありませんよね。そ

ういうふうに考えていったらどうでしょうかという事です。 

【佐藤委員】条例の前文にあるだろうと思ったら、書き方の問題にかかわってくると思い

ます。手話は言語、手話を必要とする人たち、幅広い人というふうに考えて

いく。そうするとだいたいわかってくるのではないか。今の話だとちょっと

わからない。東京に行った報告を聞いて、それについて理解はできます。 

あとは前文の中でどのように書いていくか。その書き方１つで勘違いもす

る。その辺を注意すればいいのではないかと思います。 

      ろうあ者だと書かれるとちょっと問題だと思います。 

【鈴木会長】前文の中に、書けば問題ないのではないかと。ろうあ者と書かれれば困ると

いう事ですね。 

【佐藤委員】何もない状態だからわからないでしょう。だから〝手話は言語″が１つ。又、

必要とする市民。多くの市民に手話を広めたいというのが３つ目。なぜかと

言いますと、今までのろうあ者に対する厳しかった歴史背景があります。 

それは前文を見ないとわからない。まだ何もないから考えられる事だけ話

しました。前文の所が一番難しいと思います。第１、第２、第３というのは

だいたい細かく決めますけれど、前文は難しい。格調の高さが必要です。 

そこがやはり１番難しいところです。私なりの案はりますが、先に他の人

のを見たいです。 

【杉本委員】今日、全日本ろうあ連盟に行った鈴木さんの報告を聞きましてスッキリしま

した。第１回、第２回の時は混乱してしまってわからなかった事も今日のお

話を聞いてはっきりしました。 

       手話は言語である。でもこれ誰に言っている？つまりろうあ者だとこれが

イメージに合っていますね。手話は言語である聴覚障がい者だとイメージが

わかないですね。やはりろう者に合わせるとぴったりだと思います。そのよ

うに作ったほうが良いと思います。ろう者といってもその中に聴覚障がい者

も含めている、中途失聴者の方も内耳の方も含まれているといいなと思って

います。 

手話が必要な人、市民全てのためにというのは、ろうあ者が無いような気

がします。手話だけが独り歩きしているように思います。ろうあ者がいて、

市民があるというようにやった方がいいのかなと思いますが。 

      ちょっと、違和感がありました。みなさんどうでしょう？ 

【鈴木会長】齋藤さんどうぞ。 

【齋藤委員】私は初めての参加なのでドキドキしているのですけれど、今も杉本さんの意

見とは私は違うのですけれど。私はろう者というものにこだわって考えてき

ました。なぜかと言うと、生まれた時に聞こえない。聞こえないという事は

何かというと、言語を持っていないという考え方でいました。他の例えば、
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中途失聴、難聴の方々、又は知的障害の人たちとかと言うのは、生まれた時

は日本語という言語をもって生まれてきてそこに〝ろう″との違いを持って

いると自分では思って整理しました。今、聴覚障がい者の全て含めると説明

を聞くと、言語という柱が何なのかと私は迷いを感じました。 

条例として考えたならば、石狩市民全員に関わる事っていうのはわかりま

す。条例だから。でもその条例の中の手話は言語というものは、ちょっと難

しいのですけれど、そこはやはり〝ろう者″という人達の人間としての権利

が認められるという意味が含まれると思っています。今までは福祉に守られ

てきたろう社会、ろう文化だったと思うのですけれど、今、手話は言語と認

めることは、ろう者が初めて健聴者社会と同じ土台に建てるのではないかな

というきっかけではないかなと、私は考えていたのですけれど。今いろいろ

聞くと、間違っていたのかなと思いました。 

【佐藤委員】質問いいですか？ろう文化という言い方についてなのですが。ろう文化とは

なんですか？ 

【齋藤委員】ろうあ者の社会というか、ろう者が今まで作ってきた社会です。健聴の社会

があり、ろうの社会があると思うのです。ろう同士で理解ができる。ないの

ですか？ 

【佐藤委員】そういうふうに考えた事がない。 

【齋藤委員】私も今までは考えた事が無いです。でも今回は手話は言語ということで見て

いたら、それをやはり認められる時代なのかと思っていました。 

【佐藤委員】手話は文化ですね。ろう者の文化。それともう１つ日本語と違う言語ですね。

その説明がないですね。 

【齋藤委員】すいません。それは大前提で考えていました。 

【佐藤委員】あなた方にとっては前提になっていますけれど、石狩全体では前提になって

いないですよね。市民の条例を作る以上、条例の出発点を決める判断が必要

だと思います。石狩市民の全体の状況、出発点がないとだめだと思います。 

まず、北海道も札幌も石狩もそうですけれど、ろうあ者に対する理解が足

りないところは何かということです。手話が言語ということが広まっていな

い。どの程度の認識かというと、手話を身振り、ジェスチャーの延長のよう

に考えている方が多いですね。言語という意識までは広まっていません。だ

からやらなければならない。手話は確かに文化である。ろうあ者の中でも手

話の歌や劇の文化ということがあるが、しかしそれははっきり言っておかし

いです。手話は文化、手話でする劇が文化とは違いますよね。コミュニケー

ションの障がいのために劇がわからない。そのために手話をした劇をしただ

けで、劇そのものが文化ではない。その辺の整理が必要だと私は思っていま

す。 

【鈴木会長】佐藤さんが言っていることはわかりますか？ 
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【齋藤委員】はい。わかります。 

【神委員】  前回出席したとき、私の意見を色々述べましたけれど。内容は、今、全日

本ろうあ連盟が進めている事業としては、『手話言語法案』と『情報コミュニ

ケーション法案』と２つ同時に進めていると思うのですが、どちらかといえ

ば『情報コミュニケーション法案』に近い考え方だったと思います。 

それはなぜかと言うと〝ろうあ″という言葉とか〝聴覚障害″という言葉

にお互いにこだわっていた部分があったのではないかと思います。たとえ先

ほど医学モデルとか社会モデルという言葉もありましたけれども、こちらか

ら見て難聴でしょうとか、中途失聴でしょ。でも自分がろうあ者だと言った

らろうあ者、個々によって違うということです。でも先ほど鈴木さんのお話

を聞いて今回の条例の対象として考えるのが〝手話を必要とする全ての人″

にというのを聞いて、目からうろこが落ちたような思いになりました。私た

ち、言葉にこだわりすぎたのではないかな。今、手話を言語と認めるという

ことは、ろうあ者であるとか健聴であるとか、そういう事に関係なく手話を

使うという事をみんなが認めるという事で改めて、ストンと落ちたように思

います。だからスッキリしました。言葉にこだわりすぎないで、やはり手話

を必要する全ての人にという考え方で進んでいくのがとてもいいなと、今回

の条例に合っていると思います。 

【玉手委員】 言葉にこだわったわけではなくて、やはりこの条例は何のための条例なの

かというところにこだわったんです。前回までの意見の要約筆記だとか全て

の聴覚障がい者を対象とするという話が出た時にそれは言語として認める条

例ではなくて、福祉施策の条例になるなと思っていたのですね。そこでろう

者という言葉にこだわったのですけれども、思いは同じで。この条例は福祉

施策の条例ではない、福祉施策については、先ほど鈴木さんからお話があっ

たように福祉サービスの中に含まれているのであれば十分だし、今も石狩は

いろんなサービスがあります。だからそこは分けて考えていくともっとすっ

きりできると思います。 

【鈴木会長】今野先生いかがですか？ 

【今野委員】対象という事であれば、先ほどから出ています、手話を使う人全ての人とい

う事でいいんじゃないかなと思いました。結局将来も含めて可能性がある人

ということで更に広がりがありますし、対象として良い表現だなと思って話

を聞いていました。 

【鈴木会長】何かご意見ございませんか？ 

【小林委員】私は、聞こえない方を生まれつきの方と途中から聞こえなくなった方と両方

いますよね。すごく取り残されるような気がしてそれがかわいそうというか、

何かできる事はないかなという思いもあったのですけれど、石狩市の場合は

中途失聴者、難聴者協会というのが無くて、石狩市のろう協に入っているも
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のですから、そこで一緒に活動しているわけですけれど、その中で切り離す

のはなんとなく納得がいかなかった部分があるのですけれど、今回は手話を

言語として認めるか認めないか、その点に関しては私はこれ以上反対するつ

もりはありませんので、後は手話を使う人全てという言葉っていうのは、す

ごくなるほどなというふうに思います。 

要約筆記の立場としては、石狩市は福祉サービスが充実していまして、そ

れにもさらにまた、手助けが増えていくのかなというふうに思います。私は

自分のサークルの活動を考えるとどうなのだろうと思ったのですけれど、そ

れはやはり話して考える方が１番スッキリすると思います。 

【杉本委員】鳥取県では、今検討中という事で話を聞いています。全国で良い手本があり

ます。日本手話、日本語対応手話という、全くそういった議論はありません

でした。石狩市民のために条例を作った方がいいと思います。たぶんみなさ

ん方も同じ考えだと思います。 

【佐藤委員】要約筆記は必要ですよね。きちんとした法律を作らなければならないと私は

思っています。それは何かというと情報コミュニケーション法案の中に要約

筆記も含まれている。我々と一緒に活動しています。ただこれだけでろうあ

者の関係が十分かというとそれは足りなさすぎる。何が足りないかというと、

聴覚障がい者の中で、ろうあ者だけで違うところ、言語が違うということ。

他の障がい者のみなさんは日本語を使っています。ろうあ者の場合は日本語

プラス手話の言語が必要ですね。日本語と手話と二つの言語の意味がまだ広

がっていない。同じ障がい者なのになんでろうあ者だけがというふうに聞か

れます。言語が違うのです。日本語と手話の２つの言語を使うのです。日本

語をまとめて手話にしているイメージを持っているかもしれないけれどそれ

は間違いです。日本語を要約して書いているのが要約筆記ですね。ろうあ者

の場合は手話の単語１つ１つ何十年もかかって積み上げて手話を作ってきた。

それがまだ広まっていません。誤解も多いですね。 

       そこが他の障がい者と違う部分だから、ろうあ者専門の手話言語法これを

作らなければならないという運動をしているわけです。 

       事務局の報告を聞いた範囲では、宿題をほぼ果たして帰ってきたと思いま

した。会長が宿題を出したのは正しかったと思います。 

【鈴木会長】委員のみなさんのご意見と言いましょうか、やっと３回目の検討会ですけれ

ど、初めて一致するものが見えてきたのかなと思います。今出ていた意見を

もう一度整理したいと思います。重要な提案をされた３点です。基本は目的

の部分ですけれど、手話を言語と位置付けるという事ですね。それから誰の

ための条例なのですかという事ですね。いわゆる対象規定の部分です。この

部分に関しては手話を使う全ての人というふうに規定してはどうでしょうか

という事だと思います。広く適応されていくという事ですね。言葉を言い換
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えると、市民という言葉を使ってもいいのでしょうか？それから、要約筆記

の位置づけです。あくまでも要約筆記の部分に関しては、佐藤さんも言われ

ましたけれどもコミュニケーションという位置づけで使っていく。 

要約筆記は、障害福祉施策のほうで、行政がきちんと作っていく事で整理

できるのではないかと思います。要点はこれでよろしいですか？ 

【玉手委員】市民というか対象を誰とするかという部分で、市民に限定していいのかなと

いう部分。例えば石狩市に職場があるとか、今はろう学校は石狩にないし、

将来もないかもしれないですけれど、聴覚障がいの方の施設ができた時に市

民でない人が通ってくる場合がありますよね。手話を必要とする人がいる。

１つには、市民という方法もありますけれど、他の条例なんかも見ますと、

そこの場所に通ってくる人も含める。職場を持つ人も含めるというような条

例もあるので、そうしたほうがもっと広がるのかなと思います。 

【事務局 伊藤】事務局から、今の玉手委員からの意見に対して説明をさせていただきます。

石狩には自治基本条例という条例がありまして、この中では、市民という言

葉の定義をしておりますけれども、この中には住民票がある方だけではなく、

石狩に勤務をされている方、石狩に通学をされている方こういった方々も含

めるという定義がされておりますので、そういう意味では必ずしも住んでい

る方達というふうに限るわけではないところです。 

【鈴木会長】広く捉えていきますという解釈ですね。他に何かありませんか？ 

【鈴木会長】ありがとうございます。この後は、次回の検討会に向けて、事務局の方で素

案づくりの検討をお願いしたいと思います。時間が余っていますので、どん

な施策があればいいのかご要望等含めてあれば語っていただけると。 

【杉本委員】どんなものを含めたらいいのか？ 

【鈴木会長】条例。どちらがよろしいですか？事務局からすると。 

【事務局 伊藤】条例の中に直接書くべきなのか、条例ではなく条例に基づいた計画的なも

のに書くべきなのかという事はありますけれど、条例を制定した以降に、具

体的にどのようなことをしていくのがいいのかというところのご意見をいた

だければと思います。 

【鈴木会長】ご意見いただきたいと思います。 

【佐藤委員】今日は発言を控えますけれど、言いたいのは具体的な例といいますか条文み

たいなそういうものがあれば。 

【事務局 鈴木】もうちょっと補足説明させていただきます。手話を言語として位置付けす

る条例、それを市民に理解を広めていこうという時に、何が必要になるかと

いうと今事務局として１番必要だと思うのは、言葉はどうかわからないので

すけれど、手話を普及する事が必要だ。それを条例上、手話の普及に関する

施策に関する事項としてやりますという事を条例で定めます。それを受けて、

それを広めるために市民カレッジの方法があったり、市民に対する出前講座
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があったり、いろんな講座のやり方とか細かい話ですけれど、今の話として

条例上出てくるとしたら〝手話の普及に関する施策″というふうなものが必

要じゃないかという意見をみなさんから頂ければというような事なのですけ

れど。この説明でイメージできますか？ 

【佐藤委員】２回目の時に、私が聞いたのは会長とかが出された宿題を今日報告する。そ

れ以外の話が無いのでかなり時間かかると思っていたので、それに関して第

４回目以降という事で今回準備していないです。それが思いのほかスムーズ

にいったものですから、私のテンポが速かったのか。報告の中でもしかした

ら話が出るかもしれないと思ったのですけれど、言いたい事とか質問とかあ

るかなと思ったのですけれど、報告の中ではそれは無かったので。 

【鈴木会長】はい、わかりました。今日は条例のあり方についての論点整理という事で、

しっかり今日の議題の１番重要なところは整理する事ができました。あまり

にも進みすぎて、時間余りまして何ありませんか？ 

【佐藤委員】次回は長く時間がかかるかもしれないですね。･ 

【鈴木会長】わかりました。その他何かありませんか？ 

【事務局 伊藤】私から今後のスケジュールについて説明させていただきたいと思います。

第１回目の検討会の際に、この検討会は、４回を予定していて６月下旬をめ

どとして、終了する予定だと説明させていただきました。 

      今現在３回目でありますけれど、２回目の検討会の冒頭、市長からあいさつ

の中で話がありましたとおり、議論はしっかりした上で良い条例を作るべき

だという事もありまして、今現在４回では終わらないと思っていまして、５

回目、６回目くらいまでやはり必要なのではないかと事務局としては思って

います。そうなってきますと、７月下旬もしくは８月上旬ぐらいまでこの検

討会がかかることになりますので、当初予定をしておりました９月の議会へ

の提案というのは、日程的には難しいのではないかと思っておりまして、１

２月の議会に提案していくというところで現在予定をしています。 

       そういった今後のスケジュールについては、当初の予定とはやや変更にな

る事になりますので予めご承知おきをお願いします。 

      とりあえず、スケジュールの部分でみなさんからご質問があればお願いしま

す。 

【杉本委員】宿題は、報告を聞いて終わりました。早く進むことができました。たぶん条

文ができましたら、５回、６回もかからないかもしれないですね。 

【佐藤委員】そんなことないでしょう。かかりますよ。 

【杉本委員】次の検討会を開催する前に、条例を前もって用意していただけるとありがた

いです。 

【事務局 伊藤】４回目の検討会には、条例の素案のたたき台というか、条例の案を出した

いと思っています。今杉本委員がおっしゃったように、資料につきましては
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事前配付となっておりますので、会議の前にこの条例の素案について送付を

させていただきたいと思っております。そういった流れになる事をご承知い

ただきたいと思います。 

【佐藤委員】ちょっといいですか？正確な言葉は忘れたのですけれど、パブリックコメン

トはどうするつもりですか？時期の関係で 

【事務局 伊藤】先ほどスケジュールを申し上げまして、７月下旬・８月上旬まで検討会が

かかるという説明をさせていただきましたけれども、パブリックコメントに

つきましては、９月中の１か月間を予定しています。８月上旬に検討会が終

わって最終的に条例案がほぼ固まって、それを９月からのパブリックコメン

ト１か月間をかけましてパブリックコメントに対して意見をもらったものを

修正して、１０月中旬・下旬くらいまでに正式な条例案を考えていくという

ような流れを考えています。 

【佐藤委員】というのは、順番から行くとこの委員の仕事は８月で終わりという事ですか？

パブリックコメントについては、事務局の方でやるという事ですか？ 

【事務局 伊藤】そこの部分は今現在、正式に詰めているわけではないのですけれども、パ

ブリックコメントがあった以降に再度最終の検討会を一度設けるべきではな

いかという考え方も今内部で出ております。今佐藤委員おっしゃったように

パブリックコメントを終わった以降にも再度開くべきだとことであれば、開

いていく考え方もあるというふうに思っております。 

【佐藤委員】きっと細かい話になるのですけれど、パブリックコメントに対する説明の回

答とはどのようにするのですか？聞くだけですか？ 

【事務局 伊藤】それに対しましては、出てきた意見に対してそれを採用するのか、採用し

ないのかという事に対して、１つずつ精査をしていくことになります。採用

するとなると元の条文を修正・変更をかけるという流れになります。 

【佐藤委員】私は実際に、今年の１月、２月に道のほうの障がい者の関係のパブリックコ

メントが出されました。結構厚くて読むのが大変でした。それを読んでその

後の対応をどうするのか、それをメンバーで検討した経過があります。私が

今心配なことは、手話に関して初めての事ですから市民の中には、あんまり

知らない人たちもいます。知らない人たちの意見もあるだろう。その逆もあ

りますね。逆に関わっている人からの意見もある。そういう事が考えられま

すね。そうなると正直言って申し訳ないですが、当局だけでは心配です。だ

から、具体的にどういうものが出されるのかはわかりませんが、とりあえず

仮に残しておいて、必要であればまた召集かけてそういう中から選んでもい

いのではないかと思います。 

【事務局 伊藤】今佐藤委員から頂いた意見、パブリックコメントの状況、内容次第で判断

して開催するかどうか考えたらいいのではないかというふうにご意見ですけ

れども、是非その意見を採用させていただいてパブリックコメントの状況を
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踏まえた時点で、最終の検討会の開催について事務局の中で今のご意見検討

させていただきたいと思っています。 

【鈴木会長】当初予定は９月の議会という事だったのですが、１２月の議会に変更されま

すという事ですね。検討会も４回の予定なのですけれども、５回、６回、７

回までいきそうですね。必要な時に検討会を開くという事になります。 

      パブリックコメントの事に関してですけれども、パブリックコントはだいた

い１か月ですか？ 

【事務局 伊藤】はい、最低１か月です。 

【鈴木会長】その期間を見なければいけないという事ですね。パブリックコメントで意見

をいただいて、回答をしなければいけないのですけれど、必要であれば検討

会を開いて話し合いましょうという事ですね。 

【佐藤委員】出るのか、出ないのかも今の状態では想像つかない。もしかしたら何もない

かもしれない。わからないです。頑張ってほしい。全国で初めてだから葉っ

ぱかけるぞとそういうコメントがあるかもしれない。 

【鈴木会長】事務局頑張ってくださいね。プレッシャーがかかっていますけれどよろしく

お願いします。 

はい、それでは次回の検討会の日程です。 

【事務局 伊藤】次回の日程の部分なのですが、今まで２週間ごとに行ってきたところなの

ですが、次回の時には、先ほど申し上げたように条例の素案をお出しすると

いう予定がありまして、期間として３週間もしくは４週間ほどいただければ

というふうに思っています。 

【佐藤委員】４週後でお願いします。 

【事務局 伊藤】そうなってきますと、４週間後ですと、８日から始まる週ですね。曜日で

言うと今までずっと火曜日でやっているわけですが、９日は都合が悪いので、 

      １６日でどうでしょうか？ 

【杉本委員】１６日大丈夫です。 

【鈴木会長】恐らく大丈夫だと思います。 

【事務局 伊藤】16 日大丈夫でしょうか？ 

【事務局 伊藤】第１希望は１６日、第２希望は２３日という事で確認していきたいと思い

ます。日程については改めて早めに連絡させていただきたいと思いますので

よろしくお願いします。 

【鈴木会長】みなさまのご協力によりまして順調に検討会を終了できました。ありがとう

ございました。次回は７月１６日もしくは２３日という事でよろしくお願い

します。本日はありがとうございました。 

閉 会    

 

 



- 17 - 
 

会議録署名 

 

上記会議の経過を記録し、その相違がないことを証するため、ここに署名しま

す。  

 

 平成２５年８月２０日 

 

会長 鈴 木 幸 雄 

 


