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第２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5月２８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 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 ○ 

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 第１回目の検討会の振返り及び論点の整理 

２ 条例のあり方や施策に関する意見交換 

３ その他 

４ 次回の日程について 
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開会 

 

【事務局 沢田】 みなさん、こんばんは。前回、市長が公務のため出席できず、私から挨 

拶させていただきましたが、今日、第２回目の検討会の開催にあたり、市長が 

挨拶したいということで出席しておりますので、よろしくお願いいたします。 

【田岡市長】すいません突然。みなさん今晩は。先日、市役所内部の打合せの中で、もう 

１回、しっかり、全日本ろうあ連盟と日本財団にお越しいただいた経緯もあり 

まして、今一度、私自身も言語と文化というあたりについて、しっかり上手に 

話ができなかったことがあって、北海道新聞の記事に、「（手話は）コミュニケ 

ーションの手段ということを強調していたんですが、今日、毎日新聞を見ます 

と、「言語と文化」ということまで書いていて、やっぱりここらへんあたりが、 

最後まで一つのここの場でのテーマになるのではないかと、そういう思いがあ 

りまして、「手話は言語なり」というのは、容易なのですが、それを上手に表現 

したり、文書にまとめたり、条例にするということは、中々難しい、難解なテ 

ーマだということは自分でも思っていました。そのことを非常に、合理的、論 

理的に、かつ、誰でもがなるほどそういう意味での、条文なのかということを、 

全日本ろうあ連盟の事務局長さんをはじめ、石狩に訪問していただいた方に対 

して、非常に、そのもやもやしている部分を、上手に、納得のいく説明をむし 

ろしていただいて、助けられた思いがしました。おそらく、この話合いの中で 

も手詰まり感がでるのではないかと、そこのところを、逆に一度、こういう検 

討会をする時に、基本的な話として、講演をいただくなり、そういう話をした 

方が、むしろいいんではないかと、その件はどうなったんだろう？ 

【事務局 沢田】それにつきましては、検討会の中で相談していこうと思っています。 

【田岡市長】職員には、東京に行った段階で、厚生労働省も含めて、関係者の話をしっかり把

握することも必要でないだろうか。むしろ私たちが、原案を作ったりする時に、

悩んでいる同じことを示唆してくれるのではないか、という思いもありまして、

職員が東京へ行って関係者から話を聞いてくる、あるいは、ここで講演をしても

らうということをやると、非常にここでの話が、また、色々な点で話が違ってく

るのではないかという思いを持ちました。といいますのは、第一回目の話で、や

はりそれぞれのお立ち場の中で、事業の推進にウエイトがかかってきて、前文の

ところの手話の言語という位置づけ、コミュニケーションの手段ではなくて、文

化ゆえに言語なんだというところが、こういう事業をしてほしい、というそっち

側の議論が先行した時に、この条例の位置づけというのが、事業推進条例になっ

てしまって、手話が言語だという、そして言語だということは、そういうことで

文化をつくっていんだということを双方でわかりきれないとこにいってしまっ

て。簡単にいうと、私は職員のみんなに、もしかすると、議論が深くなりすぎて、
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落とし所がなくなってしまうのではないか。おそらく最後、その辺あたりの整理

がうまくついて、みんなで条例をつくるある種の幸せ感というか、ある種の達成

感、それから、新しい、何と言いますかね、ろうあ者のみなさんの文化感とかそ

ういった事で必ず出てくる一つの問題は、ろうあ者と聴覚障がい者のという問題

が必ずぶつかってくるはず。政治的にいうとその事自体は、やっぱり政策を推進

していく上で、あるいは障害を持っている政策の都市提案、そこに差別はつくも

のではないけれど、“ろうあ者”という事をどうするんだ”と言う問題もここで

実はやっていくと、いろんな問題で非常に深みのある話になってくると思って、

ちょっとその事を言いたくて、実は職員にあいさつではないんだけれど、少し俺

にも喋らせてくれと言っといたものですから、突然こんな話になりまして、おそ

らく職員も戸惑っているのではないかと思うんですが、その辺りしっかり整理し

て、そして職員に言ったのは、「9 月の定例会にあんまりこだわるな」と、実は、

９月の議会での提案にこだわった市長が、9 月の定例会にこだわらないで、しっ

かりとした議論をした方がいいと言いました。やっぱり市長の発言は、職員は気

にします。あたりまえの事ですが。先に、期間を決めて議論してもらうというの

は、本日今日参加してもらうみなさんに逆に失礼でないかなと。こんな大事な条

例を作るのに時間をきるという事がむしろ失礼だとさえ思っているのです。 

最後に私が言ったのは〝9 月に出来上がるとスケジュール的に大変良いな″

という意味では言っているのだけれど、果たしてそこまで議論がしっかり整理で

きるかというと、市役所内の法政担当からも含めて作った前文が、なぜ条例を作

るのかを書いたその前文が正直言って、私自身まだ納得いかないと言うか非常に

その、そう言う意味では私自身が整理できないでいるんですけれど、文書として

の出来の悪さは全くなくて、条例の前文は、ある意味憲法の前文みたいなもので、

私達がこれからこれを作って何をしよう？どういう社会を目指そうという非常

に大切な領域で、ほかの条文はある意味ではそんなにウエイトをかけなくても進

んでいくのではないかと。それともう一つ言いたいのは、全日本ろうあ連盟の事

務局長から、全国のモデルになるようなものにしてほしいと言われたのだけれど

それは無理です。おそらく私達は納得いかない条例になってしまうかもわからな

いけれど、それは育てていきましょう。2 年か 3 年後には必ず見直しますという、

条文を入れて絶え間ない変化と進化を、それから新しい知見が入った時には条文

を直していく。ただし普遍的な前文だけはしっかり議論していきたい。条例の中

身は政策や時代の要求とか、場合によっては社会制度の変化によって変わってい

くのです。そこに条例の重さというか私達に意図を見つけたいという思いをもっ

ていただきたいと。ちょっと話させてくれと言ったわりには、結構長い時間を取

ってしまって申し訳ありません。お話する機会をいただきましてありがとうござ

いました。どうぞよろしくお願いします。 
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【鈴木会長】文化まで入っていました。しっかりと議論していただきたい、そんなお話でした。

それでは、第２回目の検討会始めてください。 

【事務局 鈴木】委員の皆様、傍聴にお越しいただいる皆様、こんばんは。第２回石狩市手話

に関する基本条例の設置に係る検討会を早速始めさせていただきます。私は事

務局担当しております障がい支援課の鈴木と申します。よろしくお願いいたし

ます。最初に、今日の委員の参加について、ご報告させていただきます。身体

障害者協会の古泉会長は、本日、身体障害者協会の業務のため欠席とご報告を

いただいております。また今日、石狩市教育委員会からオブザーバーという立

場で３名がこちらにお越しいただいております。 

【百井部長】みなさんこんばんは。日頃、教育関係でもお世話になっております。今日は、私

どもも一緒に勉強させていただくという意味も含めて参加をさせていただきま

す。私は生涯学習部長の百井といいますが、他教育専門職２人来ています。次長

の柴口、 

【柴口次長】よろしくお願いします。 

【百井部長】参事の千葉。 

【千葉参事】よろしくお願いします。 

【百井部長】以上３名で参加させていただきます。よろしくお願いいたします。 

【事務局 鈴木】はい、ありがとうございます。続きまして、本日の会議の進行と配布資料に

ついて確認したいと思います。本日の進行ですけれど、１番最初に第 1 回目の検

討会の振返りを配布しています。議事録を中心に、みんなで振り返っていただい

て、その次に第 1 回目で論点とそれに対する事務局として考えたものをまとめま

したので、論点の整理というものをしてみたいと思います。続きまして市長のお

話にもありましたけれども、条例のあり方といいますか、みんなでもう一回条例

を作って何を目指すんだというような話をみなさんとじっくりお話したいとい

う事と、前回事務局で各委員の方にお願いした条例を作って、政策に関するもの

として、何かご意見があればという事で意見交換というもので考えております。

先ほどの市長の話に触れるものもあるのですけれども、みなさんに第 2 回目の検

討会のご案内をした時は、今日は「条例の素案の概要」をお伝えしようと考えて

いたのですけれども、もっとどんな条例にすべきか、それをつくって何を目指す

んだというものですね、委員の皆様に議論いただかない段階で、それを事務局案

として出すべきではないのではないかというな考えのもとで今日は、内容を当初

の予定から変更した形で進めております。傍聴に来た方につきましても主要な議

論として、条例素案の概要という事で「あいボード」を含めてご周知したのです

けれども、内容を変更して行わせていただくという事でご理解のほどよろしくお

願いいたします。 

       続きまして、早速、第１回目の検討会の振り返り、論点整理という事で、まず、
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事務局の私の方から資料を使って説明させていただきたいと思います。 

まず資料の確認ですけれども、会議次第以外に本日５つの資料をご用意してお

ります。資料１が前回第１回目の検討会の議事録案ということで、前回のみなさ

んの議論の主要となった部分を事務局としてまとめたものになっております。内

容を振り返り、確認しながらこの内容で良いという事であれば前回の議事録とし

て本日確定ということで、一般に公表する議事録の確定をしたいと思っておりま

す。 

       資料２、こちらの方は、前回みなさんの意見の中で、条例のあり方について意

見をいただいた、それに対して現段階で考えている事務局の考えというものをま

とめさせていただいております。それについても３番目の条例のあり方というも

ので、事務局の考え、みなさんの考えという事で意見交換という事でしていただ

きたい。あと資料の３、資料の４、資料の５ですけれども、これ３つとも現在、

全日本ろうあ連盟が、「日本手話言語法案」と「情報コミュニケーション法の骨

格に関する提言」ということで公表されている内容なのですけれども、こちらの

方を用意させていただいたのは、前回の議論の中で、“聴覚障がい者”ではなく

て“ろう者”というふうなものとして条例の中で規定したらいいんじゃないかと

いうふうなご意見があったのは、こちらの「日本手話言語法案」の中で、ろう者

という表現を使ってですね、法案を検討しているという動きがあるので、こちら

の方についても資料としてみなさんにお知らせしていただきたくご用意しまし

た。 

       これで資料の確認が終わりましたので、戻りまして資料１の議事録につきまし

てみなさんで確認をしたいと思います。 

【佐藤委員】 資料がたくさんあるので、資料を読む時間をいただきたい。資料１は、前の会

議の確認ということですね。 

【事務局 鈴木】 はい。それでは、委員のみなさま５分間、資料に目を通していただくとい

うことでお願いします。 

       

－ ５分間、各委員による資料の確認―  

 

【事務局 鈴木】はい、よろしいですか？ 

      それでは、資料１第１回目の議事録の振り返りという事なのですけれども、２ペ

ージをご覧いただきたいのですけれど、前回行政説明とうことで条例制定におけ

る背景等を説明させていただいて、次に検討会の設置の趣旨、今後のスケジュー

ル等をいう事で説明させていただきました。ここからみなさんに振り返りをお願

いしたいのですけれど、各委員みなさんの意見について、１つの議題に沿って整

理させていただきました。１つ目が当事者がどう思っているのかというそういう



6 

 

思い。(2)条例のあり方、(3)手話通訳者の現状、(4)手話に関する講座について、

(5)市の取り組みへの期待、(6)教育に関する事、委員のみなさんそれぞれ目を通

していただいて、ここの発言が、重要であるのに記載されてないなどご意見等あ

れば、そういう事を含め確認したいのですけれども。よろしくお願いします。 

【佐藤委員】第１回目の検討会はいろいろと話をしました。１つ１つを整理しますと、石狩だ

けではなくて北海道、日本全体でそういう事は、手話講習会ですとか手話通訳の

養成、簡単な言葉で言えば、“ろうあ者に対する福祉サービス”ですとか、そう

いうものもすごく進んでいると思います。ただ、その前に一つ問題となるのは、

“手話は言語である”その話が出てきたのは、最近の事です。手話講習会、手話

通訳、そういった話は、３０年か４０年くらい前の事になります。つまりその時

は、聞こえないろうあ者が一番困っていた事は何かと言いますと、役所に行く、

一般的な所に行く、会社に行く、そういった時にコミュニケーションが難しい。

ですから手話ができる人、手話通訳を置いてほしいという要望から運動が始まり

ました。それが切実な要望でありました。これまで社会も行政も積極的に見直し

ていただきました。 

       手話とはなんなのか、言語なのかそういった難しい議論は、最初の頃はでてき

ませんでした。この３０年の経験を積んできた中で、“手話は言語であり文化で

あるという事”、ろうあ者自体が作ってきたもの、築いてきたもの、３０年前に

はなぜそういったものがなかったのか、国の政策として手話を禁止していた。で

すから、ろう学校では口話、手話は教えてもらえない。手話というのは必然的に

ろうあ者の仲間が集まって、仲間内でそこから手話が作られてきた。そういった

経過と問題があります。それが国の政策として手話が禁止となったために、全国

各地のろう学校で手話がバラバラの状態に。国の政策として手話をキチンと位置

付けていくためにはまず、手話の単語の全国的な統一が必要となったわけです。

手話の単語の研究を行い、今、どのくらいの数かわかりませんけれども、かなり

の数の単語が作られてきました。これは日本語とは違う言語、日本語ではない、

日本語とは違う言語なのだという考えが出てきたのもつい最近のことです。国連

の動きの影響もありましてようやくここまできたわけです。それと、もう１つ、

外国のろうあ者から見ると日本は少し不思議な国と言われております。それはな

ぜかと言うと、同じ国の中でも昔で言えば厚生省、厚生省は手話講習会を開いて

全国に手話を広めている。しかし昔は、文部省は手話を禁止している。なぜ日本

の政府なのに考えが違うのか。３０年間の運動の中で手話を広めて今はもう文部

省も手話を認めるようになったという経緯があります。そういった歴史の中で、

積み重なるべきで、ろうあ者１人１人違います。“ろうあ者”だという人もいま

す。“ろう者”だという人もいます。“聴覚障がい者”だという人もいます。“聴

力障がい者”という人もいます。私は“ろう者”ではない“難聴者”だという人
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もいる。そういうふうにバラバラですけれども、テーマとしては、一本化したほ

うがいい。それが北海道ろうあ者連盟で検討した結論です。つまりはこの本です。

これです。『みんなでつくる手話言語法』です。これは、杉本さんが市長開放室

の時に市長にお渡しして、これが、条例をつくるという１つのきっかけになった

という経過があります。ここに書かれているのは〝ろう″と言う言葉で統一、“ろ

うあ”ではなく“ろう”で統一しています。全国各地からここは是非モデルにな

ってほしいと。私もプレッシャーをすごく抱えておりますけれども、１００％の

モデルになれるかどうかわかりませんが、ある程度はいいものを作りたいと思っ

ています。言葉はやはり日本で決めたもの、全国、日本で統一したものを選んで

ほしいと思っております。学識経験者の２人の方、今まだわからないかもしれな

いのですけれども手話ができるということ、手話通訳者いる事は全く別の事です。

手話通訳ができるという事は、石狩市は手話通訳者の養成をやっています。養成

と手話ができるとは全く違うのです。今、私が手話を石狩市民に普及したいのは、

手話の方、手話を広めたい、“手話通訳”という部分ではなく、“手話”、その辺

の整理が必要だと思っております。 

【鈴木会長】はい。わかりました。議論といいますか問題の方に入ってきましたね。 

【事務局 鈴木】そうですね、あの、まずは議事録について、この会議をもって確定させたい

んで、そこを一番最初にお願いします。 

【鈴木会長】佐藤さん。今日の検討会の中では、市長のお話にもあったように、いわゆる条例

を作るよと。条例と言うのは基本原則含めてやっぱりあるべきものというか、そ

ういうものを、条例の中に入れていきます。そのためには、要するにあり方を今

部分的に語っていただきました。そのあり方をしっかりとそれぞれの分野の方々

に語っていただいて、それをまとめていくという作業が必要になってきます。今

日はできれば、そのあり方を委員のみなさんに語っていただきたいなというふう

に思っています。次回まとめたものを提案させていただいて、議論し積み重ねて

いかなければと思っています。 

まず、前回の確認をさせてください。そして次、あり方を語っていただきたい

というふうに思います。いいですか？じゃっ、すいません。確認を続けてくださ

い。 

【事務局 鈴木】先ほど資料１について目を通していただいて、各委員のみなさんに発言して

いただいたものを項目ごとに事務局にまとめさせていただいてるのですけれど

も、これについて、内容についてよろしいかどうかという事の確認をみなさんに

お願いしたいということです。 

【杉本委員】ほぼ間違いないと思います。私はこれでいいと思います。 

【事務局 鈴木】それではこの内容で第１回目の議事録として確定していただきます。 

【佐藤委員】すみません。要約筆記のところなのですが、目的は手話なんですから、手話条例
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ですから、要約筆記条例ではないので。 

【事務局 鈴木】すみません、その発言はまず、３ページ目の１番上、発言としては手話と要

約筆記は違う 

【佐藤委員】当事者の思いってところの中に要約筆記と書いてありますね？ 

【事務局 鈴木】はい。 

【佐藤委員】言ったことはこれなのですが、文章に入れるか入れないかは、別のことですよね？

条例の中の文章に入れるか入れないかそういう段階じゃないのですよね？ 

【事務局 沢田】すいません、今会長が申し上げたように、前回、２週間前に行った会議の内

容をみなさんと確認するということで、これはあくまで前回みなさんが会話され

た記録です。ですからこれがイコール条例になるとかではなくて、２週間前の記

録と思っていただいたら結構だと思います。ですからこの記録に間違いがあれば、

どうぞ指摘をお願いしたいという事です。 

【佐藤委員】それはないです。私が思ったのはこれが、条例の条文になるのかなと思ったんで

すよね。 

【玉手委員】これが１００％ではない、これが間違いということではなくて、佐藤さんの方か

ら出された意見の中に、アメリカのある島がほとんど手話でコミュニケーション

ができる。手話で生きている事に不便を感じない、できれば最終的にもこの条例

ができて、石狩もそういう街になってくれれば良いという願いを最初にお話しさ

れたと思うので、私は大切かなと思うので是非入れていただければいいなと思い

ます。 

【鈴木会長】 はい、わかりました。その辺はこのあとご意見を語っていただきたいなという

ふうに思っています。で、まず、確認のほうを 

【玉手委員】すいません、私が言った意味は、その事がここに載ってはいないのではないかと

いう言った意味だったんです。 

【事務局 鈴木】あっ、すみません。前回アメリカのマサチューセッツ州での自治体の例とい

うことで、それをのせるとしたら条例のあり方、当事者の思いどちら…（１）も

しくは（２）当事者の思い願いと言うこと、どちらがいいでしょう 

【玉手委員】私は当事者の願いとして、佐藤さんがお話されたと思っています。 

【佐藤委員】そういった話を具体的に言うと、（２）の手話を使うことに引け目を感じて恥ず

かしくないということ。その中に入っていると思います。まだ市民の中には、手

話とはなんなのか、ろうあ者の言語という事を知らない方がたくさんいますよね。

嫌と感じる人もいる。私は３０年前向かいのろうあ者と手話で話をした時じろじ

ろ見られたそういう事がありました。今はだいぶ変わってきましたけれども、そ

ういうのも含めてそういうイメージが石狩市でできたらいいな。ろうあ者は手話

を使ってあたりまえ、自分は手話は下手だけれども、手話を使うという事を尊重

できる。そういう意識を持っていただける。そのようなイメージとしてアメリカ
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の例を借りてきたんです。ですので（２）のほうに書かれているなと思います。 

【鈴木会長】よろしいですか？（２）に書かれているという事でよろしいですか？ 

【玉手委員】はい。 

【鈴木会長】すいません続いてお願いします。 

【事務局 鈴木】それ以外の意見がなければこの内容で確定ということをさせていただきたい

と事でよろしいですか？それでは、引き続き資料２、こちらのほうも会長すみま

せん。中身の見る時間必要かみなさんに確認していただいてよろしいですか？ 

【佐藤委員】読みました。 

【事務局 鈴木】説明させていただきます。前回条例の２本の柱という事で、１つ目が手話を

言語として位置づけをする。もう１つが、聴覚障がい者の社会参加の環境づくり

の促進。２つの柱をもっていますと説明させていただきました。それに関して、

手話を言語として位置付けるのであれば、聴覚障がい者ではなく、全日本ろうあ

連盟が制定を求めている『手話言語法案』にある、ろう者に限定した方がいいの

ではないかという意見が出されておりました。これに関して資料の４の８ページ

をご覧ください。 

 これは資料３の日本手話言語法案に関して全日本ろうあ連盟が手話言語を制

定する意見書という事で考え方をまとめたものの中にろう者、８ページの②ろう

者と言うふうな事で書かれています。これに関してお話をされたと思います。そ

れに関して現段階での事務局の考えと言うことなのですけれども、２本の柱とい

うもので手話の言語としての認識と環境づくりという事で、既に議論の中で手話

言語法をモデルとしているみたいなお話があったのですけれども、今の事務局の

考えとしては、２本だ１本だと考えがあるつもりはなくて、何を目指すのかとい

う事になってくるのですけれども、手話を言語として認知すると共に聴覚障がい

者であって手話又は要約筆記を必要とする者への周りの理解を示し、手話を使用

しやすい地域の環境づくりを進めるという事が、条例をつくる意義として今事務

局で考えている事です。したがって条例における語句としては、“ろう者”では

なくて“聴覚障がい者”。それは、聴覚障がい者全体ではなくて、聴覚障がい者

であって手話又は要約筆記を必要とするものという事で規定すると事で想定し

ています。ここについてはみなさんそれぞれの意見、議論があると思います。次

の、３番目の議論の中でみなさんで議論していただきたいと事務局は考えており

ます。 

       続きまして２番目、誰のための条例なのかという意見がありました。これも

我々が条例をつくって何を期待するんだ。何を願うんだという事ですごく大きな

発言だったのかなというふうに事務局として捉えています。事務局としての考え

なのですけれども、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て安心して暮ら
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すことできる社会を実現したいと思っています。 

そういう意味で誰のための条例かという事であれば、聴覚障がい者に限定する

のではなくて、聴覚障がい者の生活であり、これまでの部分と言うものを周りの

みんな、市民が理解をする必要として、条例を広げてくという事を考えていまし

て、そうことであれば石狩市民全体の条例。誰のためとなれば聴覚障がい者もそ

うでない方も、市民全員というこが、市の事務局としての考えであります。 

       ３番目。続きまして手話を使うことに引け目を感じたり、恥ずかしいと思わな

くていい社会づくりができればいい。現在手話ができるが手話に関する活用に関

わってない人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

いうふうなお話がありました。ここが事務局として、次にみなさんに是非議論し

ていただきたいと思うのですけれど、２本の柱ですとか言語法モデルにとか既に

あるんですけれど、条例をつくって何を期待し何を願うのかというふうな目指す

ものをやはり我々事務局と検討会のみなさんの委員との合致。そこのゴールをし

っかり議論したいなと思っているのですけれども、 

そういう事で言えば、条例ができた事によって、そこに暮らしている聴覚障が

い者自身が市民の理解が広がった、それによって暮らしやすくなったと言うふう

なものが最終的に目指すものなんじゃないかなというふうな物が今のおぼろげ

ながらなんですけれど事務局としての考えです。というのは、１回目で杉本委員

がおっしゃった部分であいさつをしてくれるだけでも聴覚障がい者にとっては、

あっ、そこは佐藤委員だったかな？杉本会長は、お仕事でホテルに行った時にホ

テルのスタッフが昔手話を学んだことであいさつしてくれることになった。それ

は凄く僕には印象に残ってそれを石狩で是非広げていきたいなという事で、検討

会１回目を事務局と立場で振り返りということで、これはあくまでの事務局とい

う考えで、市長のご挨拶にもあったように今後議論の中で石狩で何を目指すのか

というのはしっかりと議論していただければいいのかなと思っています。 

      一応事務局の、現段階における説明という事で以上です。 

【鈴木会長】はい。要約筆記も含めて議論してくれということであります。はい、できるだけ

ですね、論点の３点の部分で、ここはこうして欲しいというような意見。みなさ

ん今までそれぞれの障がいをかかえてきて、それぞれの思いがあるんだというふ

うに思います。その思いというのを僕もわからない部分であります。是非語って

いただきたいなというふうに思います。どうぞ 

【佐藤委員】ちょっと今の石狩の話とは、別になるのですが、この冊子、『みんなでつくる手

話言語法』に参考にしているものがあります。冊子をつくるにあたって、全国で

何か所かわからないんですけれども、北海道では２か所、札幌と旭川で案として

出して、会場を設けて意見を聴くことを昨年３月に２回開きました。北海道の意

見、旭川の意見を踏まえてこれらをつくってきたものです。ですから言葉は〝ろ
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う″で統一してほしい。 

 次に、石狩市の問題もありますが手話は言語である。これだけでは困るわけで

す。言語であるで終わるのでしたらわざわざ条例をつくらなくてもいいのです。

石狩市は福祉都市宣言といいますか、それと同じような形であればいいのかとい

うふうな考えになります。手話が言語である。国際的にも全国的にそこまでまず

到達した。ただそれだけでは困るので具体的にもっと広がりが必要だ。それで情

報コミュニケーション法、手話言語法、という事をそれを国に求めた運動を今や

っているところです。だから、石狩市で条例を作る場合では、手話は言語である

だけではなく、環境整備も含めてできることが大切です。条例をつくっても名前

だけで具体的な政策が必要。ただそれは別な所で考えていく、そのように進めて

いって１年２年短い期間でこれでは考えにくい、もっと時間をかけなければいけ

ない。将来的にはアメリカと同じように石狩市、ろうあ者、石狩市ではろうあ者

に対しても違和感がない、手話が当たり前のそう言った展望できることが含めて

話をしているわけです。ですから１年２年で全てができるとは思ってない。時間

をかけながら次の世代に託していく。そのくらいのイメージで私はおります。 

【鈴木会長】言語というだけでなく、広がりを持たせるという事がとても大事なのだよという

事だと思います。いわゆるそういう意味では、環境整備が必要という事なのです

よね。ただその環境整備とは、どの程度の環境整備と考えているんでしょうか？

例えば、地域の中でも生活しやすいね、生活の環境整備だとか、そういう事も含

めて単なるそのコミュニケーションの方法というのが豊かになればいいのでは

なくて、それらも含めてね、もっと広く考えているのでしょうか？それとも限定

された･広がり？ということなのでしょうか？ 

【佐藤委員】コミュニケーション法とは、ろうあ者だけの法律ではないです。他の障がい者全

般ですね。それだけでは足りない、ろうあ者用に手話言語法は別に必要なんだと

いうことで、運動の目標が２つ目的があるのです。石狩市で言えば条例の施策の

問題ですね。大きく分けて学校教育がまず１つ、もう１つは一般に広める。大き

く分けて２本柱と考えています。 

       学校教育の場合は、普通の教科にプラスして簡単な手話の副読本、また、ろう

あ者に対する理解を広めるそういうものが教育の中に必要だと。そこに学んだ者

が社会に出たとき、学生時代のそれが役に立つかもしれない。そういったものを

身に着けてほしい。そういう意味で１つ。また、社会に関しては、石狩市内でこ

のような交流といいますかそういうものがあるかどうかわかりませんが、もしそ

ういうものがあったらそこに出向いていって、手話を広めるですとか又は、ろう

あ者が住んでいる地域で暮らしやすくすることを考えた場合に買い物がありま

すね。 

買い物に行きます。昔と今の違うところはレジでお金の値段が表示されていま
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す。昔はなかった。昔は値段が表示されなかったために、いくらなのかがわから

ない。例えばこれがいくらかわからないから私の場合はだいたい値段を察して例

えば千円、ちょっと多めにだす。おつりを見てあー足りないという時もありまし

たがそういった事でコミュニケーションの問題が出てました。コミュニケーショ

ンが大変でした。そういった昔は実情がありました。 

そういう意味では札幌市内の場合は大きな店やデパート、下手でもいいですか

ら手話をいくつか覚えてほしい。そういった普及を今札幌では行っています。少

しだけでも手話を使っていただける人がいればろうあ者は安心するのです。そう

いうのがサービスなのです。それは条文の中というよりも具体的なものとしてや

っていったら良いのではないかと思います。 

【鈴木会長】例えば１点目の前回話されていた条例の２つの柱。その２つの柱ですけれども、

まず１点目は手話を言語として位置付ける。この部分に関しては、みなさん何ら

問題ないわけですよね？ 

次は２つ目の柱。言葉の使い方は後で議論したいと思いますけれども、一応提

示された表現でいくと、聴覚障がい者の社会参加の環境づくりの促進と、これが

２つ目の柱となっております。ここの捉え方ですけれど、これはやっぱりこの表

現だと違いますかね？ 

【佐藤委員】違和感を感じます。手話は言語。普及促進が目的だから書き方に問題があるので

はないか？ 

【玉手委員】 石狩で市長が手話を言語として認める。それを石狩が宣言して、表明したいと

いう画期的な事ですね。普段、聴覚障がい者と密に接しているわけではないのに

手話を言語として認めたい。そうおっしゃったというのは本当に全国的にうれし

い驚きで受け止めたのですけれども、私が１回目の時もこだわったのは、やっぱ

り手話はろう者の母語なんですよね。それは聴覚障がい者の言語じゃないんです。

それは一つのアイデンティティの問題もあって、言っているんで、ここで初めて

大袈裟に言えばろう者が日本語を持たない、手話を母語とするろう者が人間とし

て認められたという事と同じことだと思うんです。ですから聴覚障がい者ではな

くて、全日本ろうあ連盟もこれで統一してほしいと言っていますけれど、そうで

はなくてやっぱりろう者の母語を言語として認めるというためには、障がい者で

あってはならないと私は思っています。話をしていくと聴覚障がい者と言っても

手話、それから日本語、要約筆記も結局は日本語ですけれども聴覚障がい者には、

その他に盲ろう者もいます。見えなくて聞こえない人は点字ですとか、触手話と

いって、手の感覚でやりとりする。 

【佐藤委員】ヘレンケラーをイメージしてくれたらいいですね。 

【玉手委員】この２番目の所です。聴覚障がい者というと本当に広くなって手話と要約筆記だ

けではない。情報コミュニケーション法とか、サービスの中で十分網羅できるよ
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うなので、やはり今回手話に関する条例という事で進めているわけですから、手

話を母語とするろう者で構成していくべきだと思います。 

【鈴木会長】今野先生、理解できますか？ 

【今野委員】この件に関しては前回も話したんですけれども、柱の１番目と２番目でちょっと

ズレが生じているということで。私は１回目の会議を終わって考えたのは、１番

目は１番目の柱としてあって、もう少し対象を広げて聴覚障がい者の方へ広げて

２つ目の柱があると。対象は２番目の幅を広げて聴覚に障がいのある方全般をフ

ォローしますよという意味だろうなと思って今日出てきた。事務局の考えが私は

そうなるだろうなと思っていたんですけれど、それがちょっと違うご意見が出た

んで、迷っていることす。 

【鈴木会長】僕は、対象をできるだけ広く考えていくのが良いというふうには思いますね。 

今の議論なんですけれども、１点目は、手話を言語として位置付けることに関

しては、まず基本的には問題ないですよね？ 

２番目も整理すると、対象をどうするのかということです。限定するのかある

いは広く障がいという表現をするのか。２番目の社会参加の環境づくりの促進と

いう表現になっています。この表現でいいのかですよね？ 

おそらく、事務局の整理でいくと、この論点の整理の３番名の所。３番目の所

の現段階における事務局の考え。真ん中の所です。ここの一番下の所ですね、こ

こに条例の目指すものという表記があります。ここには地域で市民の理解が進み

聴覚障がい者自身が手話等への市民への理解の広がりや暮らしやすさを実感で

きること。これが最終的にはこの条例の目指すものになっていくんじゃないかと

いうふうに思うわけですよね。これが要するに２番目の柱の中に目的という形で

入ってくれば、基本的に問題ないんじゃないのかなというふうに思うんですけれ

ど。またそういうふうに２番目の柱の文言がそういうふうに表現されれば問題な

いのかなと思うんですけれどどうですか？ 

【舘浦委員】説明いただいたものとちょっと違っていたらすいません。先ほど市長が説明いた

だいて、条例の前文に、ろう者にとって手話は言語であるということをもっとみ

んなが、ここは良いですよねってことではなく、もっと深めたほうが良いんじゃ

ないかなって、すごく文書にするのが難しいし、みんなが同じく理解するのが難

しいかもしれないんだけれども、私も自分の団体の役員、会員全員とは話し合い

できなかったのだけれども、その中でやっぱりろうあ者にとって、手話は言語で

あるというような私たちは生まれて日本語を自然に覚えて育ってきたのと同じ

ふうに考えたときに、それをみんなが少し考えると私たちが育ってきて社会に参

加したときと同じような社会に変わっていくっていう、そこを理解するためには、

手話は言語であるというふうに認めると、市長が言うように言葉で説明するは難

しいけれども、そういうとこをみんなでもっと大事に話し合ったらいいかなと思
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いました。その前文に手話は言語であるってもしもみんなが認めた時には、その

後の条例の内容もついていくと思いながら、みんなの話を聞いて思いました。 

【玉手委員】「やっぱり１番のこれで良いんですよね？」と会長がおっしゃったのですけれど

も、私はここの論議が足りないのかと思います。ここには言語学者というか言語

に関する学者の方がいないのですけれども、言語として認めていくという事が何

かスッと落ちないと進めないのかなと思います。そのためには４回ではとても難

しいというふうに最初から思っていますけれども。 

【佐藤委員】それを言ったら北海道の大学で手話の専門というのか専門的かわからないのです

けれども、手話通訳の先生がいます。そのような人たちの意見も直接お会いして

聞くことはできないのでしょうか？ 

【事務局 鈴木】もちろんそういう方がいれば、事務局もお話を聞きたいですし、ここにゲス

トという形で来ていただいて、みなさんにそれを教えていただくというふうこと

も可能ではないでしょうか 

【佐藤委員】私もそうしてもらってそういう方を加えて、日本で研究している機関があるので

す。こちらだったり日本ろうあ連盟だったり関わっている人の名簿載っています

よね？それらの方の意見も聞いたほうがいいものができると私は思っているの

ですが。正直言って私はプレッシャーがかかっているのです。ガンバレバンガレ

と言われても困るのです。 

【鈴木会長】今のお話は、言語として認めるべきですよと言うお話ですよね？ただその言語と

して認めるという理解がそれほど深まっていないから、もう少しその議論したら

どうでしょうかという意味ですよね？ 

委員の方に聞きたいのですけれども、その事に対して反対ですよというご意見

持っている方はいらっしゃるのですか？  

【杉本委員】反対かどうかわからないんですけれども、経過をお話いたします。さっき佐藤さ

んと玉手さんのおっしゃっていたとおり、市長にパンフレットをお渡ししまして

読んでいただいたと思います。ろうあ者大会でも公言をしていただきました。ど

のような条文を作るか案を書いてあるものをいただきました。それを読んでみる

と、ほぼそれでいいのではないかなと思いました。市の職員の方も読んだかどう

かわからないのですが、読まれましたか？ 

【事務局 鈴木】それは前の担当者が作成したものを読みましたけれど、今またちょっと全く

違うものとして事務局として検討を始めています。 

【杉本委員】ですから、市長のそういった文書、内容を若干変える程度で進めていけるのでは

ないかと思ったのです。今回これを見て逆に凄く難しく感じました。手話を言語

として認める。どの程度この程度でいいのかな？福祉サービスですとかいろいろ

あるのですけれども、それを入れると、まずそれは後に置いてまず手話は言語で

あるという事、石狩市民にろうあ者が困ってる時に協力してもらえるとかそうい



15 

 

ったものがまずの目標ではないかと思っています。福祉サービスとかは、石狩だ

けではなくここだけではなく凄くいい制度とかあります。そういった所の情報を

いろいろ取り寄せて検討と言いますかつくって言った方が良いのでないかと思

います。 

【佐藤委員】 検討会とは別にもう少し色々な所に行って、石狩市が調査したらいいのではな

いかなと思います。例えば６月に全国ろうあ者大会があります。似たような分科

会もあります。それは専門の人も来られます。申し込みはもう締切っていますが。

なんとか頼んでみようかなと考えがあるのであれば。 

市役所の内部の問題ですけれども、私の考えとして札幌に北星大学があります。

その中に准教授もいらっしゃいます。こちらに出向いて聞くのもいいかと思いま

す。いろいろあります。もう少し情報を収集したほうがいいのではないかと思い

があります。 

【事務局 鈴木】事務局の方も先ほど市長が申し上げたように、全日本ろうあ連盟と日本財団

の方にアドバイスいただきながらもっと事務局として深めなければいけないと

思っていますけれども、事務局がそれがするんではなくてむしろ手話を言語とし

て認知するというふうな認識するということを背景みたいなものを事務局では

なくて、みなさんが議論するためにどういうものがあったら深められるみたいな、

例えばそれは大学の教授にここに来てもらってお話を聞くことによって深める

みたいな事が提案として出されれば「じゃぁ誰がいいのか」ってことを佐藤副理

事長に相談しながら例えばアプローチして、来てもらうとかせっかく検討会とし

て立ち上げているわけですから、ここの中で議論が深めるための仕掛けというか、

何があればもっとみなさんが議論が深まるみたいなそんなものを是非意見とし

てですね出していただければなと。 

【佐藤委員】例えば委員会のメンバーではないのだけれども、参考人として３回目に来ていた

だいたてお話を聞くというのもいいですよね？学者としての意見もあるとおも

います。 

【鈴木会長】参考人という形で来ていただくという方法ですね？ 

【佐藤委員】はい。 

【鈴木会長】僕はもう１点思ったことは、そういう手話の言語の認定というかそういういう事

も凄く大事なのだというふうに思うのですけれども、最初に市長さんが来られて、

単なる言語じゃない、言語の確定じゃない。そこには言葉の次の段階。文化があ

るという話をされていました。 

この文化をどういうふうに捉えてえていくのかという事でずっと実は考えて

きました。 

それこそ第三者の方の意見を僕は伺いたいなというふうに思っています。 

【小林委員】私は、手話を言語と認めるという事は、それはそれで違和感はないのですけれど
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も、それに関して色々な人と話すと私も迷ってしまって、思ったことが次の日に

また変わってしまってという事があります。それはなぜかと言うと、ろうあ者と、

中途失聴者と難聴者というのがあるのです。それを２つに分けてしまって、それ

がろう者のためだけの条例の内容にかかっているような気がする。 

私は聞こえないことは同じで、コミュニケーションが欲しい、情報が欲しいと

いう事は同じことなので分けて考えるというのはちょっと違和感があるのです

けれど。だからろう者にとって、手話は命という事を先週ちょっと聞いたのです

けれども、中途失聴者にとっては、要約筆記が命なんです。だからそういう事も

含めて、２番目の柱に書いてもらえたら市民の理解も深まると思うのです。ろう

者だけの条例にこだわると、市民の理解が全部からの理解がすごく難しいと思う

ので、条例に伴う福祉については、やっぱりろう者だけでなく中途失聴者、難聴

者を含めた聞こえない方々みんなのためのコミュニケーション情報が平等にあ

るまち。それがいいのではないかと思います。ただ私も前回言ったのですけれど

も、ろう者のためというのもわかりますけれどやっぱり市民のための条例であっ

た方がみんなの理解も得られるのではないかと思います。そうする事によって、

ろう者も中途失聴者も難聴者も暮らしやすいまちづくりに相当する石狩市にな

っていくのではないかなと思います。 

ろう者に限定という事ではなく、色々な人に門戸を広げるというという方が市

民の理解が得られるんじゃないかなと思います。 

【鈴木会長】ちょうどですね、実は３点目の論点は対象をどうするかということですね。そこ

が１番のおそらく論点になるんだというふうに思うんです。今ちょっと小林さん

に言っていただいてですね。その点に関してどうですか？ 

【玉手委員】これはろう者のための条例ではないと私は思います。やっぱり、ろう者っていう

のは少数です。手話を母語とする少数民族ではないのですけれど、日本の中で生

きていく人の本当に点みたいなものだと思うんです。これはろう者に関する条例、

ろう者のためだけの条例ではなくて、手話に関する条例であって、ろう者のため

だけの条例ではないんです。私はやはり少数の人たち、障害者、ここで言えば、

ろう者がきちんと人間としてその言語を認められて大切に生きていける自由に

生きていけるという事がそれは、石狩市民全てが大切にされて生きていく。抽象

的な言い方ですけれども。失礼ですけれど広くすれば本当にいいのか、それは門

戸を開いている事になるのかというと、私は違うと思うのです。この条例に関し

ては、ろう者のためではなくて、手話に関する言語で手話を使っている人が社会

の中でいきいき、生きていく社会が広まっていくことで石狩市が弱い人、先ほど

おっしゃったよう盲の方にも、それから石狩にはいらっしゃるかわからないけれ

ど、盲ろう者がここに引っ越して来たりそういう方がいる時にでも、幸せに生き

ていける社会になるのかなというふうに思っています。広くと言えばみんなが対
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象になって良いというふうに思いますけれど、ここではやはり少数の手話を使う

人たちに対象にした条例これもやっぱり画期的な条例である意味が私はあると

思っています。だから一番目ではなくて誰のためかというとろうあ者のためでは

なくてもちろん石狩市民全員の条例であって、それは聴覚障がい者だけの条例で

もないと思っています。 

【鈴木会長】手話を言語としてしかもその対象というのはろう者っていうんですか？ 

【玉手委員】手話を使う人。 

【鈴木会長】そう、それが対象ですよと。そういうご意見ですよね？これに対して何か今小林

さんがもうちょっと広く考えたらどうですかとういう事ですね？ 

【小林委員】聞こえないことは、一緒なのですよね。 

【玉手委員】でも、言語が違いますよね？中途失聴者。すいません途中で。 

【鈴木会長】例えば、中途失聴者の方でも手話は使えるのでしょ？ 

【玉手委員】使う方もいます。 

【佐藤委員】私もそうです。私も中途失聴者です。 

【鈴木会長】要約筆記も使うのでしょ？ 

【佐藤委員】定義が無いものなのですよね。生まれつきのろうあ者、２・３歳で耳が聞こえな

くなった方、そういったろうあ者もいます。ろうあ者といっても色々な考え方を

持っていますし、定義はありません。私は４歳の時に聞こえなくなりました。手

話と関わり始めたのは高校からです。小学校・中学校は。普通の学校に通ってい

ました。全く手話というものがわかりませんでした。社会で私だけが聞こえない

と思って育ってきました。同じ仲間がいるとわかったのは、中学卒業近くなって

からろう学校の高等部に変わって、初めて手話と関わるようになりました。です

からそれぞれ条件や環境、状態が違うので考え方は、それぞれ違います。聞こえ

ないという事は同じなんですけれど、育ち、環境それはそれぞれバラバラです。 

【鈴木会長】そこまで限定しなくても広く捉えてもいいんじゃないのというふうに今ね佐藤さ

んの話も聞いて思ったのです。 

【玉手委員】いいですか？聴覚障がいというのは私のすいません理解が間違っていたら言って

ください。聴覚障がいと言ったら、例えば私も夫もそうなんですが高齢になって

くるとだんだん聞こえが悪くなりますよね？それも含めて聴覚障がいだし、佐藤

さんのように全く聞こえない、補聴器をつけても聞こえない状態も聴覚障がいと

いいます。 

【鈴木会長】たけれど、中途障がいって言っていましたよ。 

【玉手委員】だから、中途障がいだけれども、佐藤さんは自分の事を誰かに紹介する時はなん

といいますか？ 

【佐藤委員】ろうあ者といいます。だから私がろうあ者って言ったら「でもあんた喋れるから

ろう者になる」でも僕は、 
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【玉手委員】聴覚障がいというのは、聞こえない障がいを持った人とか、聞こえない状態を言

い表して、ろう者と言うのは手話を言語として使って生きてる人、自らがろう者 

【鈴木会長】だったら佐藤さんはろう者にはならないじゃないの？両方使っているわけでし

ょ？手話以外にも。 

【玉手委員】でも自分の言語は佐藤さんはなんですか。筆談ですか？ 

【佐藤委員】手話です。 

【玉手委員】だから、ろう者とおっしゃっていますよね？それは、自分が何で生きて自分の言

語が何なのかと問われたときに例えば、私が英語のできるフランス語もできるス

ペイン語もできる、でもあなたは何と聞かれたら日本人で、日本語を使うってい

うのと、例えばいいかどうかわからないのですが、自分の母語がなんであるかっ

ていった時に、自分はろう者というふうに言う事が多いですから、ちょっと聞こ

えてても手話を使う人は自分は聴覚障がい者とか難聴者ではなく、自分はろう者

とはっきり言う人もいます。というように自分のアイデンティティといいますか

ね、それを表す言葉でもあって私は、そのすみません。 

【鈴木会長】いや、わかりますよ。今、佐藤さんが中途失聴者？障がい者ですよと言われてい

ましたけれども、でもやっぱり使っている言葉というのは手話もあれば、要約筆

記もそれから色々あるとおもいます。そこで手話だけですよとなってくるとなん

か狭くなっちゃうそんな感じがするのですけれど。 

【玉手委員】すいません。１と２の整合性というのですかね？手話を言語として認めるという

事と、２番目で聴覚障がい者のというふうのこの整合性が私はやっぱり･･･えっ

と１番目は手話を言語として良いと思います。で、２番目は聴覚障がい者、ろう

者としたら狭いと。 

【佐藤委員】他に言い方がない。 

【鈴木会長】ろう者は狭い。だからもっと広く聴覚障がい者がいいのではないですか。 

【佐藤委員】石狩市役所、聴覚障がい者とか、あれは国の考え方だけれども、聴失者とは耳の

聞こえない人という事ですよね？先天性のろうあ者から老人性の難聴者まで全

部ですよね？私はろう者と言っているのは、それを言ったら全部が対象になって

しまいます。狭いか広いかと言われてもピンとこない。聞こえない人たち全国で

２４万人いる。それは全部としてろう者というふうに表現している。分けている

わけではない。 

【神委員】 すいません、ちょっといいですか？あの、私たちが考えているのは、この石狩市、

地域の条例であって手話言語法ではないと思うのです。この地域の条例をつくる

目的は何かというと、やはりここにある地域が、地域に住んでいるろうあ者と市

民お互いに暮らしやすくなることだと思うのです。今、全日本ろうあ連盟が目指

している手話言語法についてはやっぱりがんばって活動、私達も協力して進めて

いきたいと思っています。でも条例というのはもっと私たちの身近にあるものだ
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と思うのです。だから今、私たちは一緒に活動している仲間には、生まれつきの

ろうあ者もいれば中途失聴者、難聴者いろいろいます。手話だけ使う人それから

手話、要約筆記併せて使う人、そういう一緒に活動している仲間が暮らしやすく

なる条例になる事が私は希望。 

条例を作りたい、なってほしいとおもいます。実際問題、日本の中でも今、手

話に関わる条例はまだどこもない状態で私達も手探り。わからない状態です。で

もさっき市長がおっしゃっていた中に、これからも変化と進化を合わせて進んで

行く条例だと思っているという言葉がありました。で、それを考えると今色々話

し合って、内容を深めていっていますけれども、今、満足なものがつくれるとは

みなさん思っていないですよね？でも１番大事なことは何かと考えたら、私たち

の仲間が暮らしやすくなる事だと思うんです。それは手話言語法ではなくて地域

の条例だからだと思うのですね。だから、ろう者がいいとか幅を広げればいいと

かいろいろありますけれども、私たちの仲間を考えたときにどう考えを進めてい

ったらいいのかという事をまず、１番に考えることが私たちは必要なんじゃない

かな。日本のために必要な条例ではない。 

この石狩に住んでいるろうあ者のために必要な条例だと思っています。だから

今まで色々議論が進んできてもしかしたらここでパンッて切ってしまうかもし

れない。でもこっちの仲間はこの条例でいいとか。けれどもこっちの仲間がちょ

っと待ってねってとならない。みんな一緒に進んでいけるものがあればと思って

います。 

【鈴木会長】はい、ありがとうございました。今、大事なお話されたのかなというふうに思っ

ています。対象を限定するのではなくて、この地域に住んでいる地域住民です、

ここであったら石狩市民ですね。それが基本じゃないのかなというふうに捉えま

した。当然そうやって考えていくと、その対象というのは、市民も含まれて考え

ていくべきじゃないのかということですよね。やっぱりその市長さんが言われて

いたのは、市民というか石狩市の中にいかに、安心して暮らしてというか、暮ら

し易さとを実感する。そういう条例になればいいのかなというふうに思うのです

よね。 

【舘浦委員】すみません、終わるような時間に意見を言って申し訳ありません。ちょっと今の

意見とは私は違うかなとは思っているのですけれど、手話は言語であるという事

を表明するのはもちろん、国で法律としてというのが一番いいとは思うのですけ

れども、手話は言語であるという事を認めてもらって、初めてろうあ者、ろう者

が生まれたとき、佐藤さんみたいに、２歳３歳で失った人、自分の言葉で覚える

機会が今まだまだですよね。手話を言語として認めてもらって初めて手話を使う、

言葉を覚えるという、手話は言語であるのは、やっぱりそのろうあ者にとっての

権利として、それは市民としての同じく、私達と同じく暮らし易いといことを考
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えたら、ろう者にとっての手話ってことをなんかやっぱり考えた条例が良いなと

いうふうに思っています。 

もちろん、私たちの仲間には中途の人とか、もしくは高齢者で聴力が少しずつ

っていう人もいっぱい含まれています。でも情報を保障するとか、コミュニケー

ションを保障するような法律とか制度もあるので、そちらも充実させる暮らし易

くという意味で考えれば、運動というか要望は必要だと思っています。今回は、

手話は言語ですということを大事にした条例をつくって欲しいというのが私の

思いです。 

【佐藤委員】手話は言語であると法律で認められたが、それだけです。それ以上のものはまだ

ない。 

【今野委員】 柱の１番目と２番目は重なりあってはいないのですけれど、矛盾はしてないと

思うんです。１番核の部分があって聴覚障がいの方をフォローするのが２番とい

うことで、双方が安心した暮らしを提供、多くの方に提供できる条例になるんじ

ゃないかなと私は思いますね。 

【鈴木会長】 これ何時まで？８時半でよろしいですか？わかりました。じゃぁ、時間ですの

で、今日はいろいろ議論をしていただきました。結構、議論をできたのではない

のかと思います。今ちょうど、今野先生にまとめていただきましたけれども、１

番目の部分それから２番目の部分ですね、この部分というのは、今、議論してい

る中でそんなに大きな違いはないのじゃないかという事ですね。そして１番目と

２番目の議論というのは、関連しているのではないかということですよね。要す

るに１番目の議論というのは、手話を言語とういことで認めていきます。それか

ら２番目というのは、社会参加、環境づくり、あるいは、目指すものとしての手

話等への石狩市民の理解の広がりそれから暮らし易さの実感できるそういう環

境づくりを目指すと。それを２つ目の柱にするということです。 

 ３つ目、これはちょっと議論した方がいいのかな。対象規定です。ろう者にす

るのか、広めて聴覚障がい者というふうに広めて規定するのか、あるいはそれら

全部ひっくるめて市民も入れて、考えていくのかという事なのだと思います。 

【杉本委員】石狩の手話に関する条例ですね、今、聴覚障がい者というのはろうあ者の事だと

思います。ろう者、ろうあと言っているのです。ただろうあ者の中でも全部手話

できるわけではありませんので、ろう者でもいい、〝あ″が抜けてもいいです。

ろう者でもいいです。耳が聞こえなくてもいろいろあります。 

【佐藤委員】僕はろうあ者という言い方をしていますけれども、なぜ、ろうと書いたかという

と、ろう学校の教育は１００年以上も学校は、ろう学校という言い方をしている。

ろうあ学校という言い方はしていません。小学校だったら聞こえない人はデータ

を取っているわけじゃないのだけれども、ろう学校に行かないで普通の学校に行

って、その後が仲間がいることがわかって小学校をあがった人の場合は、聴覚障
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がい者になるそういう人もいます。どっちでも同じでやっぱり、学校の歴史が１

００年以上あるので、ろう学校という名前を使っているから、その事に愛着を感

じている方、拠り所にしているという方、そういう面が強いのです。僕は、ろう

あ者というふうに言っている。それは僕自身の考え方ですけれども、統一する場

合は、ろう者に統一したいという気持ちもするけれど、これからはろうあ者とい

う言い方もできる。どっちも同じなのだよね。 

【玉手委員】この頃は、ろう者という言い方が多くなっている。 

【佐藤委員】団体の名前も違うんだよね。石狩は、聴力障害者協会、札幌は、聴覚障害者協会、

北海道ろうあ連盟、例えば考え方が違うんだからでも、どこも同じでしょ。 

【鈴木会長】はいわかりました。 

【杉本委員】すいません、私どもは、ろうあ協会のほうが言いやすいというか、わかりやすい

んですよね。 

【鈴木会長】はい、よろしいでしょうか？ 

【鈴木会長】もう時間過ぎたのんですけれど、どうしてもこれだけは発言していきたい。そう

いう方いませんか？ 

【杉本委員】条例案を目を通して見ていただけたらどうかなと思うのです。言葉に若干と不具

合があるのですけれど、凄く良い内容なので、みなさん是非みなさんに読んでい

ただきたいなと思います。 

【事務局 伊藤】今、杉本委員から出た条例の案というのは、昨年の１２月の段階で、内部で

の検討をしている段階で事務方が作成をしたものです。昨年１２月の段階での条

例のたたき台とういう事でありまして、今現在私どもの方で改めて、骨組み含め

て作成をしているところでありますが、１２月のものとは若干、語句についても

変わっている部分がありますので、議論が一定程度方向性が見えましたら、改め

て条例素案のたたき台を、みなさま配付させていただきたいというふうに思って

いるところであります。 

【鈴木会長】そうすると、次回はいつにしますか？･･･ 

【伊藤課長】２時間以上にわたる議論いただきましてありがとうございます。今まで議論を聞

いておりまして、私どもの方で、第１回目の時に提案させていただきました２本

の柱という表現の仕方がやや分かりづらかったのではないか、という事で、現在

反省をしているところです。柱という事ではなく条例を制定していく中で重要な

ポイントというか一本の柱というのでもいいのかもしれません。手話は言語だと

いう事を踏まえて、それでは聴力に障害をお持ちの方々がどのように暮らし易い

まちを作っていくのかこれが一番大事なテーマではないかというふうに思って

います。 

先ほど冒頭ですね、市長から全日本ろうあ連盟と日本財団のそれぞれ事務局長

さんとグループ長さんが 5 月８日に来石いただいて、石狩市の手話条例の制定に
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向けて全面的にバックアップしていただけるという力強いお言葉をいただいて

いるところであります。今日の議論の中で語句として“ろう者”、“ろうあ者”、“聴

覚障がい者”そして対象として、“聴覚障がい者”、“ろう者”この辺の部分です

ね、非常に議論になっている部分でありますので、市長も申し上げてるように、

バックアップをいただけるというもとに、全日本ろうあ連盟含めて相談に是非、

訪れてみたいなと思っております。この辺の部分一度私どもの方で、学識ある団

体の方で聞かせてその議論も含めて、是非３回目への検討会の中でみなさんにお

伝えをできればというふうに考えているところであります。３回目につきまして

は、６月上旬という形になりますけれども、この部分につきましては、今日の議

論、そして全日本ろうあ連盟に相談をした結果も含めてみなさまにお伝えをさせ

ていただいて、今後の条例の方向性というものにつきまして、ご提案をさせてい

ただきという思っておりますのでよろしくお願いしたいというふうに思います。

第３回目の日程についてお願いします。 

【佐藤委員】今日と同じで火曜日が良いと思うのですよ。他の曜日ですとちょっと都合が悪い

ので。火曜日が良いのですけれど。でも東京行って帰ってきてからになるのでし

ょう？ 

【伊藤課長】そうですね。そこの部分につきましては、早急に、今日の議論ふまえて訪れたい

思っていますので、火曜日というご要望であれば６月１１日というところの日程

が、もし皆さんが可能であればいいのかというふうに思っていますがいかがでし

ょうか？ 

【玉手委員】要望なのですが、今日資料たくさんいただいたのですが、あの担当の方は大変だ

と思うんですが、できれば資料を事前に送っていただいて、私たちはまだ説明を

聞きながら目を通すことができますけれども、ろうあのお２人は、通訳を見るに

は、全く資料を見ることができないということなのでできるだけ早めに送ってい

たただければありがたいです。 

【伊藤課長】承知致しました。資料につきましては、ご要望いただきましたとおり、できる限

り早めに郵送したいと思いますのでよろしくお願いします。 

次回につきましては、６月１１日午後６時３０分という事で日程を確定してい

きたいと思いますがよろしいでしょうか？ 

【鈴木会長】それでは、次回は６月の１１日１８時３０分という事でお忙しいなかまた集まっ

ていただきたいと思います。そして資料等の部分につきましては事前にご送付し

ていただくという事でよろしくお願いします。今日は大変予定の時間をオーバー

しましたけれどもとてもいろんな議論ができたと思います。第３回目ですけれど

よろしくお願いします。今日はありがとうございました。 

 閉会 
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