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第１回石狩市手話に関する基本条例見直し検討会議事録【全文筆記】 

 

日 時：平成2８年5月２６日（木）18：30～20：４0  

場 所：石狩市役所４０１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 荒木 広式 出席 委員 松本 利香 出席 

委員 伊井 義人 出席 委員 加藤 丈明 出席 

委員 佐藤 英治 出席 委員 町田 あゆみ 出席 

委員 杉本 五郎 出席 委員 生田 政志 出席 

委員 舘浦 睦美 出席 委員 棟方 加代子 出席 

委員 玉手 千晶 出席    

事

務

局

 

所 属 氏 名 

石狩市保健福祉部長 三国 義達 

石狩市保健福祉部障がい支援課課長 石倉 衛 

石狩市保健福祉部障がい支援課主査 鈴木 昌裕 

石狩市保健福祉部障がい支援課主任 坂下 和広 

石狩市専任手話通訳者 丸山 亜紀 

石狩市専任手話通訳者 今村 美保 

 

傍聴者 ２名 

 

 

会議次第 

１ 委嘱状交付 

２ 各委員自己紹介 

３ 会長選出 

４ 提言依頼 

５ 市長からのあいさつ 

６ 事務局より行政説明 

７ 委員意見交換 

８ 次回の会議の確認 
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開 会 

【事務局鈴木】みなさん今晩は、時間になりましたので、検討会を始めさせていただきます。私

は、検討会の事務局を担当しています障がい支援課の鈴木 昌裕と申します。 

本日、途中まで司会を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

１ 委嘱状交付 

２ 各委員自己紹介 

【石倉課長 】同じく、事務局担当します、障がい支援課長の石倉です。どうぞよろしくお 

願い致します。 

【坂下主任 】みなさん、こんばんは。事務局担当の障がい支援課、坂下和広と申します。

よろしくお願いします。 

【事務局鈴木】続きまして、各委員から自己紹介をお願いしたいと思います。 

       各委員それぞれ、学識経験、団体の代表、一般公募という形で、皆さんお集

まり頂いています。 

       今の所属や、手話に関してもし接点があればその接点とお名前と、一言お話

をしていただければ幸いです。 

       それでは、荒木委員の方から、時計回りで順番に皆さんお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いします 

【荒木委員 】皆さんこんばんは。道都大学の荒木と申します。よろしくお願いします。 

       大学の方では、教職関係、うちの大学では、特別支援、美術、社会、保健体

育、その教員免許を取得できますけれども、それらを担当しております。 

       聴覚障害に少し関係があるので、大学では聴覚障害教育総論という講座を持

っております。 

       今日出席のお二人方には昔ずいぶんお世話になりました。実は、札幌聾学校、

高等聾学校、旭川聾学校の、一応校長もさせていただきまして、その折にず

いぶん色々、アドバイスやお叱りを頂いた思いが、今、よみがえっておりま

した。今日は、よろしくお願いいたします。 

【佐藤委員 】みなさんこんばんは。公益社団法人北海道ろうあ連盟の副理事長をしており

ます、佐藤英治と申します。三年前も、検討会立ち上げの時のメンバーでし
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た。あれから三年、あっという間ですね。 

       全国各地から色々呼ばれて、この三年間は、ここにいらっしゃいます杉本さ

んと同じで忙しかったです。月日の流れの速さを感じています。これからも

またがんばりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

【杉本委員 】石狩聴力障害者協会の会長、杉本五郎と申します。上部団体であります北海

道ろうあ連盟の下部組織で活動しております。 

       三年と言うのは、本当にあっという間に過ぎてしまいました。これからどう

なるのか心配ですが、がんばっていきたいと思います。手話の普及のために、

よろしくお願い致します。 

【加藤委員 】名簿の８番になります、石狩市内の小・中学校の校長会長をしております、

加藤と申します。よろしくお願いいたします。 

       本校では１年生から６年生まで手話の学習をしておりまして、石狩市の手話

のポスターがございますね、あれは本校の児童が写っております。 

       校長としては、手話の時間をもう少し多くして、そして、いろんな障がい者

の方がいらっしゃいますので、そういう勉強を含めてですね、子どもたちの

心の教育と言いますか、人権教育と言いますか、そういうものを一層図って

いきたいなと思っているところです。よろしくお願いします。 

【伊井委員 】藤女子大学の伊井義人と申します。名簿では上から２番目になっていま

す。先ほどの荒木先生と同じように、藤女子大学では教員養成を担当して

おります。主にそこの花川キャンパスで勤めているんですけれども、家庭

科と福祉科の教員養成をしていて、その面からもこういった手話の条例に

関しては、学生に伝えていくチャンスで、それをまた高校生や中学生に伝

えていくチャンスがあればいいなと思っております。 

       ただ、手話に関しては本当に初めての経験で、こういう場にいること自体

が初めてなので、この段階でもう、非常に新鮮な経験をさせていただいて

います。そういった視点からも議論に参加させていただきたいと思います

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

【棟方委員 】皆さん、こんばんは。私の名前は、棟方です。一般公募で、名簿の方には

一番下についております。今、町内会の福祉部の方で活動しております。 

       ふれあい会食、というものがありまして、その中で参加者の方たちと「い

ただきます」を手話ですることと、朝の挨拶、自分のお名前を、前年度の

出前講座で杉本さんにいらしていただきましたので、皆さん、上の名前だ
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けなら何とか手話でできるということで、１ヶ月に１回の会食ですが、忘

れないで私の方に確認をしてくださる会員さんがいますので、こちらの方

も、資料の方も活用させていただいています。本年度も新しいものが出て

いますので、今年度も活用したいと思います。 

       うちの町内には耳の不自由な方が２人いますので、いつも敬老会の前の月

にまた今年度も杉本さんにお願いをして、手話の出前講座、皆さん楽しみ

にしていますので、ひまわりの会と同様、一般の参加の方も町内の方も、

参加したい、と言って頂いていますので、その時もまたよろしくお願いい

たします。今年度、よろしくお願いいたします。 

【生田委員 】こんばんは。石狩翔陽高校の生田政志といいます。仕事は教務部長。それ

から部活動は、ボランティアを担当しています。 

       本当は傍聴を希望していたんですけれども、なんと委員になってしまいま

して、昨晩は緊張して眠れませんでした。よろしくお願いします。 

【館浦委員 】皆さん、こんばんは。私の名前は舘浦と言います。団体は手話通訳問題研

究会道央支部石狩班の代表で今日は参加しています。 

       本当に、２年前に一生懸命検討して終わって、条例がスタートして、すご

い早いなと感じています。もう三年目？ 

       私たちの団体は、月に１回例会を開いて会員の皆さんと一緒に意見交換を

しているんですけれども、そんな中で、皆さんと一緒に検討を進めて、石

狩の方がろうあ者の方と一緒に暮らしやすい石狩市になればいいなと願っ

ております。これから、短い期間ですけれどもよろしくお願いします。 

【松本委員 】みなさんこんばんは。手話サークル“ミズバショウ”代表としてきまし

た、松本と申します、よろしくお願いします。 

       私たちのサークルは、３年前条例がスタートしてから、会員の人数がすご

く増えました。条例のおかげだと思っています。 

       当初、最初の条例立ち上げの時の検討会には私は参加していないですけれ

ども、ここに今日来まして、皆さんの顔ぶれがすばらしくてどきどきし

て、緊張しています。これから手話普及のためにもっと内容が良くなるよ

うにがんばりたいと思いますので、みんな一緒にがんばっていきましょ

う。よろしくお願いします。 

【玉手委員 】松本さんと同じく、手話サークルなんですが、私の所属しているサークル

は、夜に例会を持っている、ひまわり手輪の会の代表、玉手と申します。
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よろしくお願いいたします。 

       実はひまわりは、昭和５９年に石狩の団体では最初に生まれた団体です。

昼間の“ミズバショウ”と同じく、条例制定後会員が増えました。増え

て、少し若返ったんですね。今とても活発に活動ができていると思ってい

ます。条例ができて、手話フェスタとかも色々やっているんですけれど

も、サークルとしても日常的にろうの方のことを知ってもらったり、手話

のことを知ってもらうためにどういう方法があるのか、常に模索している

んですけれども、なかなか、これだ、という方法がありません。今年は、

「手話サロン」というのを１年間に３回ぐらい開いて、一般の方も参加し

ていただいて交流したり、ろうあ者のお話を聞いたりできればいいなと思

っています。短い間ですが、よろしくお願いします。 

【町田委員 】こんばんは。石狩市専任手話通訳者の町田と言います。所属は事務局で障

がい支援課の方に設置されている通訳者です。 

       皆さんお話あった通り、２年前に条例がスタートしまして、それまでの仕

事のすごい量が増えて、すごい忙しくなって、バタバタと走るような２年

間でした。ただその２年間の間で、やっぱり、これでいいのかな、このま

ま少し違うんじゃないのかな、方向性がおかしいかなとか、もっと普及の

方法とか、考え方、変えなきゃいけないんじゃないのかな、っていういく

つか感じるところがありました。ちょうど今回３年目の見直しという時で

すので、これを機に皆さんと議論をして、より良い条例になるように進め

たいと思っています。よろしくお願いいたします。 

【事務局鈴木】委員の皆様、自己紹介有難うございます。すみません、手話通訳の紹介が

もれていました。 

       本日手話通訳をしていただいています、今村さんと（よろしくお願いしま

す）もう１人丸山さん（よろしくお願いします）です。 

        

３ 会長選出 

【事務局鈴木】続きまして、次第に沿って会の会長選出に移らせていただきます。 

検討会の会長を設置し、会長は会議の議長となって、会務を総理するという

役割をしていただきます。皆さんの中で立候補、もしくは推薦があれば挙手

をお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

【佐藤委員 】はい、荒木教授にお願いしたいと思います。 
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【事務局鈴木】佐藤委員から、荒木教授にお願いしたいという推薦がありましたが、皆さん、

他の意見はございますか。 

       それでは皆さん、よろしければ拍手をもって、決定したいと思います。では

荒木教授に会長をお願いしたいと思います。 

【荒木委員 】不行き届きですけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【事務局鈴木】よろしくお願いいたします。 

 

４ 提言依頼 

【事務局鈴木】続きまして、提言依頼をします。市長の田岡から会長の方に提言依頼書 

       を提出させていただきます。 

【田岡市長 】「石狩市手話に関する基本条例」見直し検討会会長様。石狩市長。 

       「石狩市手話に関する基本条例｣見直しに関する提言についてご依頼。次の

事項について検討会へ依頼をいたします。 

石狩市手話に関する基本条例の内容、施策等について検証をし、見直しが

必要な事項等について提議を頂くことをお願いします。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

５ 市長からのあいさつ 

 

【事務局鈴木】続きまして、市長の田岡から皆様にご挨拶を申し上げます。 

【田岡市長  】皆さんこんばんは。また夜の皆さんお仕事でお疲れの後にこういう会議をご

案内させていただいて、本当に恐縮に存じますが、私どもにとりましては、

大変刺激的であり、しかも、なにか体内の血流が一気に噴出すような感じの

会議でありまして、ある意味で、体裁が作られた審議会と検討会が非常に多

い中で、ここに来ると、いつかは皆が熱い気持ちになってしまって、本音で

語り合える、というような場所になっていることが、前回一度経験させて頂

いただけにですね、ご苦労が多いこととは思いますが、ぜひまた前回に懲り

ずにまた、新しい方には新しい感覚で、条例に対してご意見を頂けると思い

ます。 

       もちろん条例というとすぐに「守るべきもの」とか「規制されるべきもの」

という風に捉えがちなんですが、私たちは条例というのは、皆で一緒に進む

ことを文章に書くとこういうことですよ、という方向性を見せている、場合
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によってはもう少し内容を深めて、これだけは具体的に予算をつけたり、人

を手当てしたり、施策を具体的に進めたりというものを特筆したりする、と

いうことで、一担当者が、あるいは一どこかがする、ということではなくて、

やはり一つの大きな目標に向かって共通性を持った事項っていうことで、あ

る課程の問題を共有化するという意味では、条例というのはみんなで守ろう

というより、皆に向かって目標を掲げた、という意味の方が強いと思います。 

       この条例の一番苦労したところは、やはり各条に入る前の前文にその意志と

目的･意味があり、書くのに大変苦労いたした記憶がございます。その時にも

やったまま実は条例が出来上がりました。皆がすっきりしたわけではない。

これは私が全国の市長会に行っても、市長は皆、同じテーブルについて、同

じことをやっているはずなのですが、どうも胸の内は違っているような感じ

がするという、場合によっては難しい問題もございます。したがいまして、

この前文を、もやっと感を、すっきりする方向に向かって行きたい、という

風に思っていますが、もちろん２回目の見直しですっきりいくか、あるいは

条文を変えるほど具体性を持ったまとまりができるかどうかっていうこと

は、あまりとらわれる必要はない、という風に私は思っております。ただ、

時間的な問題だけは、一定の考え方をまとめる時間が、この後事務局から詳

細な説明があると思いますが、この部分だけはぜひ、条例に既に書き込んで

ある条項でございますので、こういうことをして進めていきたいということ

で、目標はもちろん、その時の新しい価値観に、この２年３年を経験してで

きた価値観をどう文章として入れるかということも含めて、皆さんにぜひご

利用して頂きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。 

       またあの、・・・続けて良いですか？ 

【事務局鈴木】はい。 

【田岡市長 】石狩発、というのはおこがましい話です。気がついてみると、石狩よりずっ

と前を走っている町がたくさんあります。ただ偶然なのかどうか、久松さん、

佐藤先生がおいでになって、条例って言うより法令そのものについての問題

提起があったあたりから、やはり地方において一つの意思を見せるためにも

条例は必要だと思うきっかけができたのが２１･２年ごろでした。ですけど、

市役所の中では「言語」というと、職員が皆「担当じゃない」と言うんです。

「言語」というと、それは教育委員会じゃないか、それから「手話」ってい

うとそれは福祉･障がいだという風に言って、役所の中でたらいまわしにあ
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うようになっていくようでした。そこの中でそれにいても、火種は消えなか

ったですね。３年間、まさにたらいまわしで具体性がなかったところへ、ぽ

んとろうあ協会の皆さんから具体性のあるご提案を頂いて、これならいけそ

うだなということで始まって審議会が作られまして、議会の議論も速やかに

通って、１2 月の、これで石狩の新しい文化ができる、手話生活というのが

新しい石狩の、一つのなんというか社会のパターンとして生まれたという感

動を受けたんですが、やはりまだ言い切れてない部分が確かにあるのではな

いかと、町田さんですか今、「何か少し違うところがあるんじゃないの」と

感じているように、ありますんで、その辺が、成案がどうなるかは別として、

ぜひご議論いただければと思っております。その石狩発が、火付けのような

役に結果的にはなったんでしょうかね、全国で今、４７のまちが条例を作っ

ています。２０９のまちが今度は全国の組織の中に入っていった、それが６

月の何日かに全国の大会が開かれまして、そこで石狩市が会長自治体となる、

ということを既に依頼を受けておりますので、言いだしっぺとしてはしょう

がないなという感じで、全国、なんという名前になるのかはまだわかりませ

んが、とりあえず全国、今のところ、手話言語市区長会となりそうです。市

と区ですね。東京では区が市と同じ扱いになっておりますので。そういう団

体・組織が出来上がって、法令のお願いをしたりしてですね、全国の手話の

普及活動、あるいは条例化促進を進めるのが、さらに拍車をかける役割を担

うことになりました。皆さんのパワーのおかげで、石狩がそういう役割を担

うっていうことは、私個人としては非常に負担が大きいと言いますか、プレ

ッシャーもあることですが、やはり石狩市民の名誉のために、共にがんばっ

ていければと思っております。またその後、各省庁全部の省庁に渡ります事

務次官という事務方の最高責任者の皆さんが集まる事務次官会議において、

石狩の取り組みの発表をしてくださいということで、今日お越しの翔陽高校

の生徒、高校生なども含めて、そういう場所に行って、石狩の取り組みなど

を発表したいと思っております。それらは、言語の学者でもなければ手話の

学者でもありません。そのまま私たちが素直思った思いを、立派な東京の

方々にぜひ届けたい、という思いでありますので、特段よそ行きの服を着よ

うとは思っておりませんが、皆さんの気持ちを伝えられたら嬉しいなと思っ

ています。 

       ところで前回一番苦労したのは、条例を作ると言った時、障害者福祉条例の
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ようなイメージを皆さんが持ったようです。したがって、手話だけなぜ特筆

して条例化するのかと、場合によっては、ろう者にだけ特別な何か福祉的な

支援をするのではないかという恐れを抱いたと言いますか、そういう条例で

逆に考えてみると、福祉というのは直ちに支援のとか、そういう形で見るわ

けですが、私たちは、この今回の条例についてはむしろ、障がい福祉課が持

つのはおかしいんじゃないのか、言葉を普及させるのに障がい対策ではない

んだという意味で私たちは、その段階で基本的に「障がい者」ではなくむし

ろ「バイリンガル」と位置づけるべきではないかと思っております。少数の

何というか手話を使う人たちが、大多数が日本語を使うわけですが、その中

において対立軸では決してありえない話であります。ただし、言語としては

明らかに違う要素を持っているということを明確にしていきたいと思って

おります。そのことがろう者の生き方そのものに非常に大きな影響や、それ

から私たちろう者でない、以外の人たちの社会への目線とか、もっと平たく

言うと、民度と言いますかね、文化度と言うものが全然変わってくるんでは

ないか、という意味で、私たちは挑戦したつもりで、決して福祉的な要素か

らという意味はできるだけ省きたいと思っております。 

       それともう一つは、よく「言葉」は「コミュニケーション」という風に訳さ

れて、今、国会においても各党派においてコミュニケーション法と手話言語

法が同列して書かれておりますが、まったく考えの基本は違うようでありま

す。というのは、コミュニケーションというのは、先だって、ALS の障害

を持っている方が国会の委員会にでた時に、言葉ではない、いわゆる記号と

して相手に伝える、まさにコミュニケーション法なんですね。コミュニケー

ション法というのは、ろう者ばかりではなくて、身体に、あるいは知的障害

など色々な意味で言葉を話せないとか、伝えることができない人たちにまで、

広げております。ただ私たちが最初に願ったのはそこまでの範疇ではなくて、

むしろろう者の皆さんの使っている言葉が、「言語」として普通の社会の中

で一つの言葉として成立さえすれば、それはハンディキャップにもなにもな

らないのではないか、私たちが英語を覚えればいいんだと、いう風に考えた

方が良いのではないかというのが、石狩の提案です。ところが実際私が全国

の大会でよく言うのは、「手話は車椅子の代わりを務めているわけではない

ですよ。」ということを言うと、非常になぞかけ問答になってしまって、会

場がざわざわってなってしまいます。というのは、やはり手話というのは、
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自身で持っている「言葉」ですから、それは相手が理解していないだけのこ

とであって、立派な「言葉」なのです。車椅子というのは、誰かを助ける「手

段」なんです。その「手段」と「言葉」というのは全然違うんだということ

を言っているつもりなのですが、なかなか難しいです、そこのところが。最

終的に手段を考えると、福祉的な思想が入ってくるのではないかという風に

考えておりますが、やはり全国的には「障がい者」という位置づけのもとに

福祉的な要求の思いをこめた方向性を持ったまちがたくさんあります。それ

を否定はできません、もちろん。私たちも当然そうだと思っております。そ

れに加えて、やはりちゃんとした「言葉」を持っているのだから、「言葉」

を持っているということを公に知って頂こう、ということが手段、目的であ

ります。なかなか面倒な話になってしまいますが、簡単に言うとそういうこ

となんです。そのために、前回は 3・4 回開いたんですかね、この考え方に

至るまでに。最初は奪い合いです。そして哲学の世界になり、皆が闇の世界

に入って、霧の中で奪い合いをして、そして専門家のご意見を頂いて、全日

本ろうあ連盟や佐藤委員のご提案などを頂きながら、また杉本会長の非常に

幅広いものの考え方や、当事者としてのストレートな意見を出して頂いて、

大変良い審議会が開かれたと思っております。その成果が前回は至ったと思

っております。ある意味ではこの２年間、非常に霧の中を駆け抜けるスピー

ドがだんだん上がってきて、自分たちはいったいどこに落ち着くんだという

くらい、少し手を広げながら走ってきました。でも、それで良いと思うんで

すよね。どこかで、ダメなところは退化しますし、うまくいったらさらに仲

間増えていきますしね。トップランナーとは決して申しませんが、私たちが

進んでいる方向に理解を示してくれるところが確実に増えているというこ

とは事実です。そして石狩のまちの子供たちが歌で、私が一番感動したのは、

ある居酒屋で小学校５年生の女の子が居酒屋の真ん中でタクトを取りなが

ら手話で歌ったんですよね。なんという歌だったか、 

【町田委員 】翼をください。 

【田岡市長 】翼をなんとかって言う歌。普通居酒屋でそんなことは起こりませんよね。小

学生が居酒屋にいること自体がおかしいですけど。その光景を見た時、ああ

石狩はここまで来たな、とまず１つ思いました。それから２つ目は、これも

また居酒屋ですが、親父連中が集まると、大体仕事の話をするか、家計の話

をするか、母ちゃんの悪口を言うというのが親父連中の集まりなんですが、
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口角泡を飛ばして、手話について語り合うんですね。これには手ごたえを感

じました。まったく手話と関係ない人が、「いや実はうちの孫が帰ってきて

さ、手話で歌ってくれて。『じいちゃん、感動させるからな』って言って、

手話で歌ってくれた。見てたら、涙が止まらない。」っていう話をしていま

した。「いや、うちの孫だってそうだ。」といって孫自慢が手話の（   ）

に。そういう様子を見ていたら、やはり、やって良かったなって素直に思う

ところです。 

       まとまりのない話で申し訳ないですが、もう一度皆の忌憚のない意見が、ど

ういう形になって、次の段階に行くのか、いかないのか、それらも含めて、

ぜひすばらしいご議論を頂ければ、また石狩の市民の皆さんがさらに、何と

言うか石狩の町に一緒にいて良かった、という風に思ってくれるのではない

かと思います。お力をお貸し頂ければ、大変ありがたいと思います。有難う

ございました。 

【事務局鈴木】はい、有難うございます。 

この後は、市長は公務がありますので退席致します。 

【田岡市長 】本当はいたいんですけどね、出て行けって言うんです。後はよろしくお願い

いたします。 

   ———————市長退席——————— 

 

６ 事務局より行政説明 

【事務局鈴木】部屋の中が暑いので、男性の方は上着などを脱いで、リラックスしてくださ

い。 

【事務局鈴木】それでは、この後の議事進行は荒木会長にお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

【荒木会長 】では失礼致します。 

       市長の大変感動的なお話を聞いて、もう終わりにしようかと思いました。こ

の後の行政説明は、事務局からお願いします。 

【事務局鈴木】私の方から行政説明ということで、今日配布している資料、それとこれまで

の手話条例に基づく取り組みということで、この後２０分程度、お話をさせ

ていただきます。 

       まず、配布している資料を確認しながら、お話を進めさせていただきます。 

       『検討会設置要綱』これは検討会の目的等、掲げているものを皆さんに配布
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しております。 

       『検討会委員名簿』皆さん、各委員の所属等を記載したものを配布しており

ます。 

       『検討会のスケジュール』について説明をさせていただきます。お手元の資

料２つ、２種類あるんですけれども、まず縦長Ａ４に書かれたものを、ろう

の方もいらっしゃるので１分程度ご覧ください。検討会を今後どのような形

で進めていくのかということを説明させていただきます。 

       本日第一回目、５月から、予定としましては１０月まで６回、月１回の頻度

で検討会を開催していく予定です。テーマ・内容につきましては、本日の皆

さんの意見交換を踏まえて、どんな議論・話をしていくかということを決め

ていく、ということを考えておりまして、最終的にはこの検討会から提言と

いうものを１０月に頂きたいという風に考えています。 

       後もう一つ、検討会の皆さんの手話の理解、言語的な側面も含めて、講演会

というものを７月に開催することを含めて、検討会の審議という風に考えて

います。日にちは７月７日木曜日、講師は高田英一さんという方、手話言語

の専門家であります。その方にお願いをしてありますので、皆さん予定が許

す限り、こちらの方にも参加をよろしくお願いしたいと思います。 

       続きまして、横長のスケジュール、というものをご覧ください。 

       検討会は５月～１０月まで検討いただいて、その後、市としてどう取り組む

のかという部分を含めてお話させていただきますと、５月～１０月までの検

討を経て、提言を頂いて、条例の見直しが必要という場合につきましては、

条例の改正案というものを市が作りまして、１２月、今年の１２月にパブリ

ックコメントといいまして、広く皆さんに意見を募集するという手続きを１

ヶ月間行いまして、その後パブリックコメントの意見も含めて、来年の３月

に開催される市議会に、条例の改正案を提案するということで考えておりま

す。以上が、検討会の今後のスケジュールになります。続きまして、 

       『議事録の作成及び確定方法について』という資料をお配りしております。

一分程度中身確認していただいて、その後説明させていただきたいと思いま

す。 

【佐藤委員 】名前を伏せても、僕が言った事はわかりますね。 

【事務局鈴木】はいでは、説明させていただきます。検討会の議事録につきましては、市の

市民参加条例というものがありまして、それで必ず作成するというように義
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務付けられていまして、すでに本日の会議も音声で録音を取らせていただき

ます。議事録につきましては、全文筆記といいまして、しゃべり言葉も含め

て要約しない形で、こちらで作成するという風に考えています。ここからが

皆さんの意見をお聞きしたいんですけれども、発言内容につきまして、『事

務局○○』例えば、皆さんの委員であれば、個人の名前も出して『委員○○』

というような形にするのか、もしくは『事務局』『委員』ということで、個

人の名前を出さないような形で、記録を残すのか、っていう部分をこの後会

長に諮って皆さんの意見を聞いて、決めていただきたいという風に思ってい

ます。続きまして、確認方法なんですけれども、議事録を作成しまして、各

委員の皆様にお配りして、その内容を確認していただきます。最終的に確定

方法は、皆さんの修正方法等の意見をまとめて、会長の署名を頂いて、議事

録を確定させるという手続きをとらせていただきます。最後、議事録の公開

についてなんですけれども、書面、紙に作ったものを市役所の情報公開コー

ナーにおいて公開するのと合わせて、市のホームページに掲載をするという

ようなことでいきますと、ある意味、全国・世界で見られるという風な形に

なります。そこで、個人の名前を表記するのかどうかという部分で、皆さん

に意見を聞きたいんですけれども、良い面としては、皆さんが振り返った時

に、どなたがどんな発言をしたかという部分が明確化するという部分では、

良い意味があると思いますけれども、今後検討会の議論の中で、それぞれの

委員の立場の意見の当然主張が出てくる中で、心配としてはそれが何か第三

者から個人の委員の名前も含めて見られている、ということもありますので、

そこも含めて最終的に発言内容を個人名も明記した中で議事録として残す

かどうかということで、これについて会長に諮りたいと思いますので、皆さ

んの意見を聞いて、方向性を出していただきたいと思います。 

【荒木会長 】発言内容について、ここにあるように『事務局』『委員』名にするか、『個人』

名にするか、（事務局に対し）質問なんですが、前回は個人名を載せておら

れますよね？ 

【事務局鈴木】はい、前回は載せております。 

【荒木会長 】あえて、変わったというのには何か？ 

【事務局鈴木】前回は初めてやったということもありまして、しっかり個人の部分も含めて

出していった方が良いと思いまして、それに対して、何か特定の委員さんに

対するある意味、誹謗・中傷であったりとか、何か大変なことがあったとい
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うことはありませんでしたし、逆に他の自治体は結構、石狩が初めてという

ことで、審議会の部分を見て、○○委員がどういう発言をしてたか、という

ことも聞きましたので、個人の委員の名前も含めて、他の方は見ているんだ

な、ということを思いまして、個人の名前まで出すことが果たして必要なの

かどうか、委員という立場で発言ということで十分じゃないかという考え方

をもって今回は委員名を伏せてはどうか、というのが事務局としての案なん

ですけれども。 

【荒木会長 】今の経緯なんですが、皆さんのご意見をお伺いしますが、いかがでしょうか？

個人名を載せるとか、あるいは『事務局』『委員』という形で進めていくの

か、ご意見がございましたら、お願いします。 

       特にご意見がなければ、事務局案と考えて宜しいですか？佐藤さん、何か言

いそうな顔をしていますが、どうでしょうか？ 

【佐藤委員 】事務局の案で良いかどうか？ 

【荒木会長 】何か意見があれば。 

【佐藤委員 】委員の名前を載せないで、この原案で良いかどうか、ということですね。 

       僕はどっちでも良いけど…。そちらに合わせて発言します。 

【荒木会長 】特にご意見、ございますか？ 

【伊井委員 】すみません、一つ質問があるんですけど…。これは、すべてのものが『委員』

とだけ書いてあるのか、それとも『Ａ委員』『Ｂ委員』で、同じ系統性がわ

かるようになるのか、それによっても違ってくると思うんですが。 

【荒木会長 】鋭いご指摘を頂きました。 

【事務局鈴木】それについては、事務局としては具体的にＡ・Ｂ・Ｃと分けるところまでは

考えていなかったですけれども、たとえば名前を伏せて、発言者の方向性と

いうかそういうものがわかるような形の方がよろしいということであれば、

Ａ・Ｂ・Ｃというような形で、発言者がわかるような、名前まではわからな

いけれども、という風な配慮した形で作成したいと思います。 

【荒木会長】 第三者が読んだ時に、流れがわかりますよね。ある委員が発言した、って言

う。そうすると名前は特定されませんけれども、委員の意図は通じますよね。

いかがですか？ 今の、伊井先生がお話されたような形で。 

【佐藤委員】 いいと思います。 

【杉本委員】 委員の名前をアルファベットで言う場合、『杉本』の場合はＳ、『佐藤』の場

合もＳで、一緒ですね。困りますが… 
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Ａ・ Ｂ・Ｃはわからないけれども、頭文字の英語ではどうでしょうか？似

てるね。 

【町田委員】 頭文字ではなく、Ａ・Ｂ・Ｃっていうほうが、私は良いと思います。伊井先

生の意見に賛成です。 

【杉本委員】 今、決めた方がいいんでしょうか?Ａ・Ｂ・Ｃを誰にするか、決めますか? 

【町田委員】 ここで決めなくても、またやる時に最初に言った人が『Ａ』、その人がまた、

ずーっと下の方に行って話をしたら『Ａ』となる。『S』『Ｓ』と言ったら、

想像したら『杉本かな、佐藤かな、どっちかな』と言うのがわかりますよね。

そうじゃなくて、今会長さんがおっしゃったのは、流れと言うか、この『A』

の人の意見というのはどういう考え方で進んでいるのかっていうのがわか

る、と言う意味だから、頭文字じゃない方が私は良いと思います。 

【佐藤委員】 ほとんど委員の皆さんは、頭文字を使っている方が多いですよね。 

【荒木会長】 ハイ、ちょっと整理しましょう。 

【館浦委員】 でも私たち、参加している人たちは多分、『A』でも『S』でも誰が発言した

かって言うのはわかる、参加しているから。なので、他の方がわかりやすい

と言うのであれば、『A』『B』『C』で、その意見でいいのかな、と思います。 

【荒木会長】 はい。では、事務局提案のように特定の名前は出さないけれども、イニシャ

ルを使う、それは発言順に例えば事務局にお任せしますけれども、『A』『Ｂ』

『C』と。どうしても『Ｃ』が好きだったら三番目に発言してください。そ

れでよろしいですか。 

【事務局鈴木】はいそれでよろしいです。 

【荒木会長】 後は特にございますか? 

【事務局鈴木】次は、説明を引き続きさせていただきます。次、配布資料の説明行きます。 

       『石狩市手話に関する基本条例』、今現在の条例をお配りしております。続

きまして、『石狩市手話に関する基本条例に規定する施策を推進するための

方針』いわゆる施策の推進方針と言うもの。Ａ４の両面の部分。これは、条

例に基づいて具体的にどういう施策を進めるのかということで、ある意味条

例と一体となってこれまで推進してきたものを定めている内容となってい

ます。 

続きまして、全日本ろうあ連盟のホームページから引用させていただいて

コピーさせていただいています。『手話言語条例』全国の自治体の制定状況と

いうことで、全部で今、４７の自治体が制定をしているということで、制定
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をしている自治体の一覧を参考までに配らせていただいております。続きま

して皆さんに２つのリーフレットをお配りしております。こちらをちょっと

ご紹介させていただきます。白色の全体の部分、『手話でつながるいしかり』

と言うリーフレット、こちらにつきましては、条例の理念ですとか、なぜ条

例を作ったのか、と言う風なことを書いているリーフレットになります。も

う１つ黄色い冊子の方は、『手話でこんにちは』という冊子なんですけれども、

こちらの方は、今石狩市内の小・中学校で手話の出前授業というものが行わ

れているんですけれども、そちらの授業で使う副教材として、作成したもの

です。内容としては、今、杉本さんとかが講師で授業をしているんですけれ

ども、授業の内容に即したものを冊子として作ったということで、ある意味、

どんな授業をしているのかって言うことをここでご紹介しているような内

容になっています。 

        続きまして、これから行政説明に入らせていただきます。資料『石狩市手

話に関する基本条例』の取り組みについてという資料を使ってお話させてい

ただきます。 

 一番目、先ほど田岡市長のお話にもありましたけれども、前回、手話に関

する基本条例を制定した経緯ですとか、議論について、私の方からもお話さ

せていただきます。 

 前回、手話条例を作るうえで、検討会を設置しまして、聴覚障害関係団体、

手話、要約筆記に関する団体、学識経験者、と言うことで９名の委員で構成

をして、計７回の議論を頂いて、提言を頂きました。検討会の議論の中で、

ある意味、混迷をした部分は、『そもそも手話条例は誰のために作るのか?』

と言うこと、それは『聴覚障がい者』のためなのか、『ろう者』のためなの

か、『市民』のためなのか、と言う風な議論が１回目・２回目と議論をして、

ある意味検討会の皆が、先が見えなくなった状況になりました。その議論に

詰まった中で、市の事務局が、全日本ろうあ連盟と言う東京の方にあるろう

の全国組織団体の方に助言を求めて、助言を頂いたわけですけれども、その

中で一つ、ある意味条例の理念、考えというものができました。そのアドバ

イスというのは、『条例というのは、聴覚障害者のためでも、ろう者のため

でもなくて、市民のために条例を作るのではないか』。というのは、『ろう者

のこと、手話のことを知らない方にそのことを広く知ってもらう、それが条

例を作る意味ではないか』、と言う全日本ろうあ連盟のアドバイスを受けて、
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市民のための条例を作って行こうという風なことになりました。で、もう１

つ、福祉的な視点で、最初、手話を捉えていたわけですけれども、手話とい

うのは、『言語』と言うことであれば、それは人が生きていくうえで欠かす

ことができないもの、そのことを市民に知っていただく必要があるのではな

いかと。もう一つは、手話はコミュニケーションの手段ではなくて、一つの

言語として捉えるのが大切だというふうな理念ですね。そのような議論を経

て、ある意味そこで、条例の大切な理念というものが生まれました。資料を

ご覧になっている方は４ページの部分。もう少し話しますと、具体的な言葉

で言いますと、聴覚障がい者とろう者と言う言葉が検討会のメンバーの中で

戦っていたような感じなんですけれども、それはどういうことかというと、

市の方で考えていた聴覚障がい者は、障害者の福祉的な視点として捉ええて、

それに対して意思疎通をするための通訳保障であったり、聴覚障がい者が生

活しやすい環境を作っていくと言うことを市としては考えていたわけです

けれども、一方ろう者の立場では、議論の中で、『手話を認めることは自分

たちの人権を認められることなんだ』と言う発言もあって、これはある意味

人権、権利擁護的な視点ということで戦ったわけですけれども、全日本ろう

あ連盟のアドバイスというのは、『石狩市さん、条例を作るのは、聴覚障が

い者のためでもろう者のためでもなく、手話が言語であることを多くの方に

知ってもらうことこそ大切じゃないですか。』というようなアドバイスであ

ったと言うことです。 

        続きまして、石狩の条例の特徴ですとか、あと、条例が制定されてその後

どんな影響があったかということで、４つお話させていただきます。 

 石狩市の手話基本条例は、全国の市町村で初めてできたということもあっ

て、他の自治体のモデルとなっています。 

 ２番目に、理念と実効性を持った条例ということなんですけれども、条例

の前文で大切な理念を掲げると共に施策の推進方針というもので具体的に

どのようなことをしていきます、ということを条例の中に掲げて、それに基

づいて具体的な取り組みを進めてきているというようなものです 

        ３番目に、市民と行政の協働による取り組みと言うことで手話条例をきっ

かけに、聴力障害者協会、市内サークル団体、手話通訳問題研究会を始め市

民と市が協働して、さまざまな形で手話出前講座・手話イベントを開催して

います。 
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 ４番目、地域における取り組みによる広がりと言うことで、手話条例をき

っかけとして、例えば、石狩の消防署において、消防士が積極的な手話研修

会の開催をして、実務として使えるようにという風なことや、石狩翔陽高校

では『手話語』と言う科目を設置して、高校生・生徒が手話を言語として学

ぶという科目を新たに設置すると言うことで、そんな動きもあります。この

様な形で地域において、その思いに共感した方が自ら行動して、広がってい

ると言う風なそんな状況もあります。 

 続きまして、三番目、取り組みのかなり細かい話になってくるんですけれ

ども、一通り説明させていただきます。条例に具体的に何を取り組んでいく

かと言うことを掲げる一つとしまして、手話の普及・啓発というものを掲げ

ています。そして実際２年間の間にどういうことを行ったかということで、 

   １つ目、手話出前講座と言うものを実施しました。手話出前講座というの

は、市・障がい支援課が受付窓口となりまして、ろう者の講師と通訳と一緒

にその場に行って講座・授業を提供するという風なものを、事業所・小中学

校にて行っております。参考までに数字を述べさせていただきますと、平成

２６年度、１０２回、平成２７年度、１４８回という形で実施してきていま

す。 

 続きまして、手話が言語であることを知ってもらうための学習や教材作

り・プログラムを作っていくということを掲げました。それに基づいて、実

際先ほど紹介させていただいた副教材ですとか、あと、ここには詳細は載せ

られていないんですけれども、小学校の１年生から６年生までは具体的にど

んな内容をプログラムとして提供します、と言うものを決めて、それに基づ

いて授業を展開・提供しているという風なことを行いました。 

 続きまして、市役所職員に対する手話研修会と言うことで、平成２６年度

から２８年度、３ヵ年にかけて、市役所全職員が手話研修会を受講するとい

うことを実施しています。 

 続きまして、事業所における手話研修会と言うことで、市内のスーパー・

消防署・社会福祉協議会等において、事業所の職員が手話を含めて関わる人・

お客様を含めてろうの方が来た時に手話でお話ができるような形で、研修会

を実施しています。 

 続きまして、小学校の授業については、平成２６年度、２７年度とそれぞ

れ継続して取り組んでいまして、２６年度は小学校で７校、中学校で５校、
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平成２７年度小学校で７校、中学校で３校という形で実施しております。ま

た子どもたちに対する手話の講習会としましては、学校以外では、放課後児

童クラブ、放課後にお子さんが活動する場所ですけれども、そこで毎月定例

的に手話講座を開催しているという風に取り組んでいるクラブもございま

す。 

 続きまして、市民が手話に親しむことができるようにイベント等を開催す

るということを検討していきますと言うことを掲げました。これにつきまし

ては具体的には、石狩聴力障害者協会を中心にサークル団体、市で、手話フ

ェスタ実行委員会というものを作って、昨年度、今年も予定していまして、

手話に関する、手話に触れてもらうイベントを開催しています。 

 続きまして、普及・啓発がすすむような取り組みをしていきますというこ

とを掲げました。これにつきましては、手話出前講座運営委員会といいまし

て、実際に出前講座をしている講師・通訳・市の方が一緒になって、どんな

内容、どんな授業・講座を提供していくかということで組織化しまして、そ

の取り組みが継続するような形で組織を作って取り組んでいます。 

 大きな項目２番目になるんですけれども、手話によってろうの方が情報を

取得したり、手話が使いやすい環境を作っていくということを掲げました。

これにつきまして具体的に今行っていることを紹介します。手話による情報

発信としまして、石狩市議会の映像に手話通訳者のワイプ、テレビに丸い部

分で手話通訳がワイプとして入る形で、手話による情報発信ということを行

っています。もうひとつＩＣＴ情報通信技術を使った手話通訳サービス・電

話リレーサービス導入を検討していきます、と言うことで、電話リレーサー

ビスと遠隔手話サービスと言うものをそれぞれサービスとして今行ってい

ます。 

 ３番目、手話による意思疎通支援の拡充に関する事項と言うことで、手話

通訳者の人材育成ですとか、その任用のあり方について検討していくという

ことを掲げました。これにつきましては手話の普及が広がれば広がるほど、

手話通訳者の養成であったり、必要な通訳者の人数と言うことが、人数が必

要になってくるんですけれども、その手話通訳者の人材育成というもので行

きますと、まだまだ少ないと言う課題があります。できたこと、と言うこと

でいけば、その資質と言うことで行けば、対人を援助するという職に当たり

ますので、研修の機会を新たに設けるということができたことかなというこ
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とで振り返っています。 

 もう一つ、手話通訳者が活動しやすい環境づくりを取り組んでいくと言う

ことを掲げました。これにつきましては、手話通訳者が活動しやすいように

報酬額の増額をしたり、自家用車が使えるようにしたり、または、夜間手話

通訳に行く時にタクシーチケットを配布するなど、活動しやすい環境をつく

りました。 

 最後、手話通訳の派遣制度におけるそのあり方を検証していきますという

ことなんですけれども、実は、今日来ていただいている手話通訳も公的派遣

と言いまして、市の方から依頼をして派遣をするというような形で、今通訳

をやってもらっています。通訳のちょっと細かい制度にいきますと、全国、

ほぼ市は通訳者を配置して、町村は北海道が委託を受けて通訳を配置・派遣

するというようなそういう制度になっているんですけれども、その中で、政

治・宗教・営利に関すること、この３つに関しては基本的に派遣除外、とい

うようなことが全国の市町村で決められているんですけれども、前回条例を

設置した時に、福祉サービスということで一定の制限を設けるのであればわ

かるけれども、手話を言語として認めたという条例を作った自治体がそうい

う制度を作っているのはおかしいということを市議会の質問に答える形で

市長が要件を緩和しますということで条例スタートしたと同時に、その要件

を石狩の方は緩和しました。 

 以上、２年間による取り組みのことで報告をさせていただきます。この後、

ちょっと長時間にわたりましたので、５分程度休憩に入らせていただいて、

その後、今渡した説明した行政説明の質問でありましたり、この後は各委員

が意見交換をしながら、検討会、どんな議論が必要かということで、４０分、

５０分程度ですね、議論をしていただきたいと思いますので、この後、すい

ません５分間と言うことで、今４４、５分ですかね、５０分ぐらいをめどに

休憩と言うことでお願いします。 

 

 

７ 委員意見交換 

【事務局鈴木】皆さん、会議再開してよろしいですか。それではこの後、意見交換を中心にお願

いしたいと思いますけれども、ここで皆さんに一つお願いがあります。今日、皆

さんご承知の通り、手話通訳が通訳をしながら聞こえる人と聞こえない人が一緒
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に会議をしています。ろうの方は手話通訳を見て理解をしながら手話をして、と

いうような状況にありますので、皆さんの発言が重なってしまうと通訳が困って

理解ができませんので、この後発言するときは恐れ入ります、手を挙げて挙手を

頂いて、会長からのどうぞと言う合図でですね、発言をしていただくようにお願

いいたします。じゃあこの後、会長、引き続き進行お願いいたします。 

【荒木会長  】はい。この後の予定なんですが、最初事務局から説明がありましたので、それに

ついて質問を受けたまわりたいと思います。その後ですね、レジュメというんで

すか、進行表前に頂いたのを見ますとですね、８時半まで、それぞれ第２回にむ

けてのそれぞれのご意見を伺うっていうことになっていますので、ご意見を伺い

たいという風に、大変事務局から丁寧なわかりやすい説明を頂きました。それに

ついて、まず委員の方からご質問があればお受けしたいと思います。どうぞＡさ

ん、Ｂさん、Ｃさん、よろしくお願いします。どんなことでも結構ですから、ご

質問。 

【加藤委員】 いいですか? 単純な質問なんですけれども、初めてなものですから。先ほどの

説明のですね、７ページの一番下のところに『市の手話通訳者』って言う言葉が

あります。手話通訳、と言う資格はですね、何か、道の資格とか、国家資格とか、

そういうものがあるんでしょうか？ 

【荒木会長 】これは、ろうあ連盟の方が詳しいと思いますが・・・。 

【佐藤委員 】いや、詳しくない。 

【荒木会長 】そうですか、ごめんなさい。一番詳しい方、お願いします。 

【佐藤委員 】自分が、詳しいじゃないか? 

【通訳丸山 】私は通訳の立場だから、専通さんが委員としていますので、そちらから発言して

欲しいと思います。 

【町田委員 】あ、はい。すいません、町田です。 

【荒木会長 】町田さん、お願いします。 

【町田委員 】資格というのは、今は、国家資格ではないです。国家認定資格という準じた資格

で・・・ 

【玉手委員 】名称が、通訳士。 

【町田委員 】手話通訳士。武士の士。手話通訳士、です。一応、試験が難しいのがあります。 

【加藤委員 】そうですか、ありがとうございました。 

【町田委員 】ただ、石狩で働いている３人の専任手話通訳者は、資格あるない関係なく、専任

の手話通訳者、手話を仕事とする、通訳を仕事としている専任として配置されて、
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業務しています。 

【佐藤委員 】登通もだよね。登録の中から選んでいるんでしょう?専通は。違うの?登録の中

から選んでいるのではないの? 

【町田委員 】違います。 

【佐藤委員 】札幌と違うな。 

【町田委員 】札幌は今、全国に公募をかけていますよね。 

【佐藤委員 】札幌は登録の条件の範囲が決まっているから。 

【町田委員 】でも私、札幌の登録だった時は小樽市民だったんですけど… 

【佐藤委員 】いやいや、どこの市民か、ではなくて、手話通訳士、次に 

【町田委員 】今、あ、次は登録です。資格は士があって、……（ざわざわ）。 

今通訳活動をしているのが、専任手話通訳者が３人と、石狩市の登録手話通訳者

が７人います。で活動しています。で、資格というのはあくまでも個人の資格で

あって、必ずその専任や登録になるために資格が必要だっていう決まりは今はな

いです。石狩市ではないです。 

【荒木会長 】発言がだぶっていて、指導を受けました、今。あとよろしいですか？ 

【加藤委員 】はい。 

【荒木会長 】ちなみに、何々に準じている、っておっしゃいましたよね。準優勝とか準決勝と

かは２番目という意味ですけれども、ここでいう準じているということは、同様

という意味ですよね。そういうことですので、下ではないということで。 

【町田委員 】下ではないです。国が認めてくれないから… 

【荒木会長 】その他、ございませんか? ページ数は７ページ目ですね。いいですか? 

【佐藤委員 】先ほどの説明の補足をしたいと思います。条例は、市民のための条例ということ

ですが、それについて少し補足したいと思います。実を言うと、国の責任は、昔

は厚生省といっていましたけれども、厚生省の責任で手話講習会が始まったのは

昭和４５年でした。石狩市はいつからでしたか？石狩市は早かったでしょう?昭

和４０年代？、手話講習会が始まったのは。５０年代ですか? もっと後ですか? 

【荒木会長 】どなたか詳しい方はいませんか? 

【玉手委員 】手話サークルができたのは昭和５７年、５９年？あ、ごめんなさい、５９年。だ

からそれ以降、ろう者の団体も翌年の６０年、だからその後の話。 

【佐藤委員 】ああそう。じゃあ北海道で石狩より早いところ（早く講習会を行ったところ）は

４０年代の最後だったと思います。実を言うとこの頃までは、われわれの言い方

としては、手話はろうあ者のもの、という言い方が強かったです、この頃までは。
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手話はろうあ者の言語という言い方はしていませんでしたが。言語という言い方

ができるのは、ずっと後。手話はろうあ者のものだという言い方が強かったです。

それが変わって、変わるきっかけになったのが、厚生省が全国各地に手話講習会

を始めてからです。それまでの間は、どちらかと言うと手話の使い方というのは

同じろうあ者同士で話し合う言葉というか、コミュニケーション手話というもの

でした。だから一般の市民の中に手話を教えていく、広めていく考えで使ったの

は何かといいますと、今までのようなコミュニケーション手話では市民の中に広

められない、ということは、日本語で言った場合は、個人的に日本語で話してい

る話し方と、またこの様な場所、講演会とか公式な場所で話す内容の言い方が違

うと思うんです。それと同じ様に、手話もまた違います。ろうあ者同士が話して

いること会議とかで使う手話の使い方が違ってきています。そういう内容の手話

は会議の中では使えません。そういう壁にぶつかり、問題になったのは何かとい

うと手話の単語が少ないということでした。非常に少ない。したがって語彙もと

ても少なかった。ということから、まず決めなければならなかったのは単語をき

ちんと増やしていく、新しい手話を作っていく、手話の本を見たことのある人な

らわかると思いますが、１・２・３・４ずっと長い時間をかけて積み上げてきま

した。それが日本語にも標準語があるのと同じ様に、手話にも標準手話というも

のがあります。新しく作ったものが標準手話という言い方をしています。標準手

話ともう一つ地方の手話、方言も大切にしています。方言と標準手話とまとめて

手話は一つ、という言い方です。日本語も同じですね。日本語も、標準語があり、

全国各地にはさまざまな方言がある、同じ様に全部まとめて日本語という言い方

ですね。だから、日本語との関係を無視して手話だけを考えていくと、広めてい

くことができません。きっかけを与えたのが、厚生省の手話講習会ということで

す。だから今は手話の単語数も１万５千から増えてきています。２００６年国連

でやっと『手話は言語』と認められたと言う背景があります。このことについて

実際に国連の場で認められたのですが最後に大変だったのは中国だけが反対し

ていました。他の国はすべて賛成していたのに、中国は多民族国家ですよね、国

の事情もあって反対していましたが、最後にやっと賛成に回りました。７月７日

の高田さんの講演の時に、高田さん本人が実際にここに関わっていたのでお話が

聞けると思います。こういう経過もやっぱり理解しないと、こういうきっかけが

あって、手話はろうあ者だけのものではなく、ここから一般市民とろう者とをつ

なぐ言語に発展してきた、という経過があります。ですから、ろう者のことだけ
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を考えていると、国民の中に広がっていきません。これは大切な部分です。 

【荒木会長 】前回の委員でもあった佐藤委員から大変詳しい説明がありました。やっぱりグロ

ーバルな視点で、勉強すべき視点だと思いましたが、ちょっと質問の域を超えて、

それぞれの委員の意見に入っていますので、あと、質問はございませんか? 

じゃあ、残りの時間、第２回目の議論の方向も視野に入れながら、それぞれここ

にお集まりの皆様、ろうあ連盟の関係者の方、手話の会、手話通訳の関係者の方、、

大学関係、一般公募の方、幅広いメンバーの方いらっしゃいますので、今、今年

検討会していますけれども、自分の経験を踏まえたり、前回委員の方は前回のこ

とを踏まえたり、今一番疑問に思っていることとか、今考えていること、これか

ら考えて欲しいこと、何でもいいですので、今皆さんの思っていることを順番に

お話いただけますでしょうか。それを基にしてこれからの事を構築していきたい

と思います。指名しませんので、先着順でどうぞ。 

【棟方委員 】あの、６ページのところで、小学校・中学校の出前授業の実施状況のところがあ

りますよね、参加人数何人という形で、中学校の方も、あとこの出前授業に出て

行く、例えば杉本五郎さんであったり、その時石狩市の専任が３人の手話通訳者

ですよね、その方たちが出前講座に一緒に行っていらっしゃるのかな、と思うん

ですけれども、それは３人が例えば、２人が一緒に行って、３人が出前講座に行

く、というような形で行っていらっしゃるのかなというのと、あと７ページの下

から２行目、報酬額の増額ですとか、色々な形で出ていますので、ある程度、私

が承知している部分ではそんなに高くないっていう風に、予算の関係もあります

けれどもどうなのかなって、これだけ出前講座の回数を重ねられて、実際に、も

ちろん杉本会長さんもそうですけれども報酬の方はこれだけ回数をこなしてて

どうなんだろうかって、精力的に色んな所に出前講座に行っていらっしゃるって

いうのも聞いていますので、その辺は、タクシーチケットを利用可能にするとか

ありますけど、どういう位置づけになっているのかなって、先ほど手話通訳さん

が国家認定に準じる資格っていうようなこともまだ国の面でもなかなかすすん

でいないっていうのが現状だと思いますし、ただこれも福祉的な感じで捉えない

っていうことで手話は言語っていう風に捉えた時に、私自身も障害を持っている

子どもがおりますので、障がい者のほうの団体の方から、どうして手話に特化し

たものだけを石狩市は条例設定するんだろうか、という声を何件か聞いています

ので、そうではないっていう、それがどこまでこの３年間で浸透してきたのかな

っていう部分と、あと、私も小学校の方に絵本の読み聞かせのボランティアに行
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っていまして、子どもたちに挨拶する時だけちょっと手話を使わせていただくと、

子どもたちの方がもう覚えているんですね。先ほど自己紹介のときに、高齢者の

会食の時に手話で、朝の挨拶と自分の名前と頂きます、っていうところまでを手

話でやったとしても、やはり忘れる方が多いっていうことなんです。先ほど市長

のお話の中から、お孫さんの話が出て、高齢者がそれを口にしてるっていうこと

の部分で行けば、これからますます小学生・中学生にこういうよう形で手話のま

ちとして子どもたちに関わってもらうことが一番普及しやすいんではないかな

っていう風に考えておりますので、そういう部分で今の方たちの位置づけと・・・・

の部分、その辺はもっともっと必要になってくるんではないでしょうか、ってい

うのが、私の考えです。 

【荒木会長 】今、棟方委員の方から、手話教育について、石狩の・・・でした。ちょっと数字

について補足・訂正とかございます? 

【事務局鈴木】はい。私の方で、小学校・中学校の出前授業、どういう体勢でやっているかとい

うことをお話させていただきます。まず通訳者なんですけれども、専任手話通訳

者、今日来ている３名については、障がい支援課の方に配置されて、私たち一緒

に、仕事を常時している方々です。もう一つ、登録手話通訳者という方々が７名

いるんですけれども、その方々は、例えば、本業・本職を持っていたりとかって

いうことで、基本的には市役所ではなくて、依頼に応じて通訳をしていただく、

大きくこういう２種類の通訳がいます。小学校・中学校とはいろんな通訳活動で

すけれども、通訳技術、集中力も含めて、本日も皆さんご承知の通り２人でやっ

ています。それだけ、ハードな仕事であります。小学校等についても、ろうの講

師１名と手話通訳者２名体制で行ってます。ですから、通訳としましては１０名

という形で行っています。実際その公的な通訳としては１０名なんですけれども、

実際その手話出前授業に関しては、先ほど説明しました、手話出前講座運営委員

会そういう委員会を作ってまして、むしろそこが中心になって、今講師・通訳が

行っているという形で、いろんな公的な部分の通訳とは別に今、小中学校への授

業の派遣・通訳ということで行きますと、そこの運営委員会というところが中心

になっていて、そこのメンバーというのが全員で確か１４名だと思います、その

１４名の中で講師・通訳というような形で、行っている現状が１つということで

報告させていただきます。  

もう一つ、通訳の環境的なことではどうなのか、ということでお話させていた

だきますと、具体的に申し上げますと、今、通訳の報酬額については、１時間１，



26 

 

５００円という風な単価でお願いをしています。報酬額の増額前は１時間１００

０円という形で行っていました。これはやはり通訳の大変な中で、なかなか市と

して報酬として評価できていなかったという部分で、報酬額を増額したというこ

と、それと合わせて、色々な環境というのはやはり通訳が活動しやすい環境とい

うことで、１つ２年間という中で取り組みをしましたということなんですけども、

市として必要なことを考えているのは通訳をしやすい環境を整えると共に、どう

やって通訳という人材を養成をしていく、確保していく、ということが最も課題、

２年間振り返った場合の人材育成・通訳を確保するというのが課題という風な形

で振り返っています。 

【荒木会長 】ありがとうございました。 

       ちょっと司会が不手際なものですから、時間が刻々と迫っておりますので、初回

なので、全員のお声を聞きたいものですから、大変恐縮ですけれども、１人１、

２分ぐらいずつ 

【町田委員 】今の、ちょっとだけ訂正、というかちょっとだけ補足、ちょっとごっちゃになっ

てるんじゃないかな、という部分が感じられたんですけど、今、鈴木主査が申し

上げたのは、１，５００円というのは登録手話通訳者の派遣の費用です。主に公

的で、そのひとがたも入っているんですけれども出前委員会っていう組織があっ

て、そこは今２，０００円です。で、私たちがもらっている専任手話通訳者って

いうのは、非常勤職員で、月給制なので、給料でちゃんともらってますので、１，

５００円とか２，０００円とかと私たち３人は別なんです。ちょっとぐちゃぐち

ゃになってるかもしれないんですけど。 

【荒木会長 】なかなか金銭的なものは・・・ 

では、それぞれの委員さんから、手話について今考えていること、それから次回、

第２回目にこの後協議してほしいな、と、そういうことがあれば、お話しをして

いただければ、と思います。棟方委員が・・・されたので、次、生田委員、よろ

しいですか?課題等お願いします。 

【生田委員 】教員の立場で言いますと、できることが２つあるなと考えます。１つ目は、今、

手話出前講座の話が出ましたけれども、子ども、それから若い人が手を動かせば、

大人がそれを見て、『ああ、時代は変わりつつあるんだな』と気がつくはずなん

です。だからこの状態をもっともっと続けていって、子どもや若い人たちが手を

動かしている姿が世の中に広がっていけば、ああ、変わるんだな、社会は変わる

んだな、と大人が気がつくはずなんです。そういった意味で、手話のことを考え
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るということは、やらなければならないなと学校としてはやらなければならない

なと。 

もう１つは、高校としてやるべきことが１つあって、高校ですから、手話、とい

うことだけではなくて、手話は聞こえない世界の言葉なので、聞こえない世界の

ことがわからなければ手話もわかりませんよと、いうようなことを深めていくと

いうことをこれからやっていこうかと思っています。先ほどの、市の施策のほう

ですね、子ども、ということが書かれていたと思うんですけれども、子どもと若

い人たちにもっと活躍してもらうために一生懸命がんばりたいなと思っていま

す。条例もそのようなものになればいいなと思っています。 

【荒木会長 】では、舘浦委員 

【舘浦委員 】私たちの、条例ができてから手話を普及するために、皆さんすごいがんばってい

て本当に多忙になりました。サークル員も通訳の方も、私たちの仲間の人たちも、

で、そんな中で、手話が少しずつ普及していることは感じます。それはろうあ者

の方がりんくるに来た時、いろんなイベントに来た時に、子どもさんたちに教え

る機会があるので、お子さんたちが手話を使って挨拶しようとしてみたりとか、 

高齢ろうあ者も今までは健聴の方が一緒でないとなかなか公的な所にこれない

っていうろうあ者もいたんですけれども、そういう方も手話が普及したことで、

社協やりんくるや市役所に１人でも来れるようになったりとか、高齢のろうあ者

同士が社協を使って手話でコミュニケーションが取れる、という部分は、ろうあ

者から聞いたお話ですけれども、そういったものでろうあ者の方々も自立とか今

までなかった生活の広がりっていうのは少し感じて、手話が広がったことに、ろ

うあ者にとっても、そういった広がったんだな、ということを感じます。私たち

の仲間で話していることでいうと、『手話は言語』というところは広がっていて、

それは実感しているんだけれども、では、『手話は言語』だよっていう理解をど

ういう風に伝えていったらいいだろうねって、手話については理解したり、広が

っているけれども、先ほど市長が言ったように『手話は言語である』ということ

が理解しやすいように、人に伝えられる力をつける必要がある、ということを仲

間で話しています。 

もう１つ出ていたのが、耳が聞こえない子どもが生まれた時、気付いた時に、い

かに早く言語である手話に触れるために、どういう風な仕組みや環境があったら

いいだろうというような話がありました。私は市役所に勤めているので、市の職

員が手話を学ぶ機会は増えたんですけれども、一方ろうで生まれた、耳が聞こえ
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ないまま生まれた人たちが手話に触れるための仕組みというところでは、もう一

歩、次の機会として、皆と意見交換して、それに携わる保健師さんとか、病院の

方とか、そういった方が手話ということを知っている、ということを相談窓口と

か、医者につながるとか、まだ全然言葉では説明できないんですけれども、そう

いったところをもう少し仲間とも意見交換していけたらと思っているので、皆さ

んとの意見交換ができたらいいなと思っています。 

【荒木会長 】はい、ありがとうございました。松本委員、お願いします。 

【松本委員 】今、実際に、小学校とか中学校の出前講座が増えてきて、子供たちが手話と接す

る機会が増えるのはすごくいいことだと思うんですね。でも実際は、すみません、

私はサークルの立場というよりは親の立場でちょっと言わせてもらうと、うちの

子どは娘が小学校一番下が小学校で、上が中一・中二で花川南小学校にいるんで

すけれども、やっぱり学校によってばらつきが今あって、花川南小学校って言う

のはそんなに出前講座が開かれていなくて、南小フェスタで１回ですかね、そう

いうばらつきがあって、花川南中学校に至っては去年は無かった、２年前にあり

ましたよね、でもそれも２回だけ、１年生１回、２年生２回、２回だけの出前講

座っていう感じで、一方の学校では３時間の授業を組んですごい集中して手話が

できる環境があったり、一方では触れ合う機会が少なかったり、という不平等さ

を感じるというか、やっぱり出前講座は受身なので、お願いされなきゃ行けない

ですよね。でも行けない学校でも、手話を学びたいと思っている子どももいるか

もしれないと思うんですよね。うちの子も娘が先日帰ってきて、『お母さん、手

話ってどこで習うの、学べるの?』って聞くんですよね。それにちょっと答えに

困ったんです。塾があるわけではなく、サークルに連れて行くといっても昼間は

学校で行けない、夜は７時から９時なので夜遅くてちょっと連れて行くのも難し

い、そういう環境っていうのは、何かそこにも不平等さを感じていて、普通の子

どもが一般の市民が、子供が、普通に学校から帰ってきたら何か、活動・部活動

と同じ様に手話に接する機会があれば良いとか、そういう環境があればもっと裾

野が広がって、将来子どもが大きくなって何か仕事を持った時にろうあ者に会っ

た時に昔習った手話を使って会話ができたらな、という気持ちにもなったり、そ

ういう環境づくりっていうのはまだまだ出前講座は多いんですが、まだまだ足り

ないのかなっていう感じがしています。 

【荒木会長 】はい。ありがとうございます。では玉手委員お願いします。 

【玉手委員 】私は、条例に足りないとか、これは変だ、というのは、普段はあまり感じていな
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い、本当に条例がスタートして、『ああ石狩、変わったな』っていう場面に合う

ことが多いんですね。小さなことですけれども、先日もりんくるのフロアーで民

謡の大会、じゃ無く発表みたいなのがあったんですけど、たまたま私たちはろう

の人たちと一緒に会議を隅っこの方でやっていたんですが、その前に立った女性

が、年配の方なんですが、ろうあの人がいるっていうことに気付いて、身振りだ

ったんですけど、『私ここに立ったらダメだよね、ごめんね』という風に表現し

たんですね。とか、放課後学童クラブの子が、たまたまろうあ者の運転する車に

私が乗って、そのろうの人も放課後学童クラブで教えている先生だったんですが、

私たちを見た時にすぐ手話で『今日、私休み!』という風に表現するっていう、何

か、聞こえない人がいたら、自然に手話を表現、できれば手話で表現する、でコ

ミュニケーションをとるっていうのが、そういう場面に何度か出会って、やっぱ

り小さいところからだけれども変わったなという風に思っています。私は生まれ

た時親から、『日本語があなたの言語よ』という風には教わって大きくはなって

ない、やっぱり言語っていうのは、言語って言うのかな、やっぱり手話も普及し

てとか、いろんな場所で使われて、聞こえない人がそういう場面に接して初めて

言語に近づいていくって言うんでしょうかね、だからそのためにやっぱり手話を

普及させていくっていうことがまずは大切だなと思うんです。ただ石狩では、普

及するにもそれに携わる人が少ないので、そこの養成って言うんでしょうかね、

そういう人たちをもっと強化していく必要を感じています。 

話が長くなってしまってすみません。サークルとしては、手話がうまくならない

で辞めていく人は、実際には何人もいるんです。長いスパンの６ヶ月とか７・８

ヶ月の講座ではなくて、ちょっと短い間、昼間に通えて、手話が上達したり、身

に着けたりできる講座があればいいなっていうのは、条例とは直接関係ないです

けれども、聞こえる人ですけれども学べる機会がサークル以外のところであれば

いいなっていう風にも感じています。 

【荒木会長 】はい。ありがとうございました。委員の皆様、少し５分くらい延びてもいいです

か? よろしいですか？ 町田委員、お願いします。 

【町田委員 】話してばかりなので、短く簡潔に言いたいと思います。 

今、玉手さんとか、皆さんおっしゃっていたのと同じ気持ちなんですけれども、

私が感じている、２年間で感じたことの１つとして、棟方委員がおっしゃってい

たような他の障がい団体、他の障害がいについてのことはどうなのか、というの

は実際私たちのところにも聞こえてきます。市長もそのことはすごくいまだに気
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にしているというか、悩んでいるというか、困っているというか、あるんですけ

れども、言語としての手話、先ほど佐藤委員がおっしゃっていた通りです。言語

としての手話っていうのと、他の障がい、と言いますか、ごめんなさい、まとま

らないですね、ちょっともう一回言います。 

 言語なんですけれども、通訳は福祉サービスなんですよね。手話通訳というの

は。支援なんです。ですからその福祉的な部分と、言語として広めるっていうの

をきちんとわかりやすく市民の方に伝える方法を、次の検討会、この見直し検討

会ではやらないといけないかなと、私は思っています。やはり悩んでいる方、わ

からない市民の方、たくさんいるんですよね。ですから『手話は言語だよ』って

言っても、だから違うんだよ、って言うだけでは、理解はできないっていうのが

現状なので、わかりやすく説明できるような学習を私たちもしなきゃいけないの

かなっていう風に感じています。すいません、終わります。 

【荒木会長 】ありがとうございます。杉本委員に行きます。 

【杉本委員 】私の生き方は変わりました。本当に変わりました。条例ができる前は、何か元気

の無い状態、老人のような感じでした。しかし条例が認められてから、本当に耳

の聞こえない人たちにも言語があると認めてもらえた、そのことで本当に生き返

ったような気持ちです。それだけではなくて、ろうあ者同士が生き生きと手話を

使って生活することができるようになりました。電話リレーサービスも、ろう者

は皆使っています。チャットの状態で話すことができて本当に元気になりました。

本当に生活が変わって生き生きしている様子を見ています。また、手話を教えに

よく行っていますけれども、子どもも大人もまちの中でろう者、私に出会ったら、

必ず挨拶をしてくれるんです。今まではあまり挨拶はしてくれませんでした。顔

を私が忘れていても、皆さん向こうから挨拶をしてくれるんです。挨拶をしてく

れる人が増えて、とっても嬉しいです。手話を使って挨拶をしてくれて、本当に

嬉しい、石狩がますます好きになりました。ますます元気になっていくと思いま

す。将来は手話でお話できたらいいなと思っています。よろしくお願いいたしま

す。 

【荒木会長 】はい。わかりました。佐藤委員は一番最後にお話してもらうとして・・・ 

【佐藤委員 】私は全道各地を回って感じることがあります。共通点が３つあります。時間が無

いので手短に説明します。 

 まず１つ目は、手話は確かに全道的に広がっています。全日本ろうあ連盟の調

査では、手話条例ができた所では１割手話人口が増えているというような報告が
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あります。手話が広がっていると手話が言語だという理解が広がっているかと言

うと、それはまた別の問題です。言語としての理解は、これからやらなければい

けません。石狩市のパンフレットを見ても、前に作ったものと今回作ったもの、

違う発展がありますね。ただ、子どもたちに教えるには、やはり、犬とか動物の

これがいいと思います。但し、動物同士が持っているコミュニケーションとはど

の程度なのか、そういったものを説明した方がよりわかりやすいのではないかと

思います。例えば犬や猫が発するコミュニケーションというのは、私には聞こえ

ないのでわかりませんけれども、そんなに多くは無いと思います。そういったも

のをわかりやすく載せたほうがいいのではないのか。それと、こちらで進歩した

なと思う部分は、日本語と異なる手話の言語のどこが異なるのかということが少

しわかりやすく書いてあります。この辺のところが、手話が普及しても、言語と

は何かということを考えて理解しないと、わかっていかないと思います。この次

の大きな課題だと思っています。これが１つ。 

 ２つ目は、全道各地を回ってある議員が言っていたことは、『子どもが手話を

身につけたら、日本語も同じ様に身につけられるのか?』というような質問が案

外多かったです。それは別の問題だと思います。手話を子どもが身につけること

は学校の先生、仲間とのコミュニケーション、それを豊かにするために効果があ

ります。だからといって、同じ様に日本語もうまくいくかというと、別問題で説

明した方がいいのではないか、この問題についても今後、考えていかなければい

けないと私は思います。 

 最後に３つ目。石狩市民は６万人？ まぁ一応６万人でいい、６万人いるとし

ます、その皆さん全員が手話を身につけて欲しいとは、僕は考えてはいません。

一番大切なのは、手話を広めることによってろう者が使う言語であって、それを

一緒に使う、共通言語である、という認識です。長い間ろう者の場合は差別を受

けてきました。それを変えるひとつのきっかけになって欲しいという意味から、

条例を作ったのだと思っています。その辺のところを次の検討会の時にもう少し、

詳しく話をしたいなと思っています。その人の評価っていうのは手話がうまくな

ったかどうかで決められるものかどうかは、疑問が残ると思っています。 

【荒木会長 】はい。ありがとうございました、ごめんなさい、時間の関係で。加藤委員、お願

いします。 

【加藤委員 】勉強になりました。『言語としての手話』ということについて、全然わからない、

素人なので全然わかってないんですけれども、色々な手話の仕方ありますよね。
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それとパンフレットの後ろの方に、これを見て途方にくれたんですけれども、１

４ページ・１５ページのところに『あ・い・う・え・お』とか色々ありますよね、

これで色々な語彙が表現できるんですね？それと「こんにちは」「こんばんは」

「ありがとう」とか簡単な語彙も…ですから、何が言いたいのかっていうと、こ

れを見た時に途方にくれたんですよ。大変だなぁと思って。だから手話に関して

の理解が不十分だと思うので、これからも勉強していきたいと思っています。 

【荒木会長 】ありがとうございます。最後に伊井委員、お願いします。 

【伊井委員 】色々勉強させていただきました、本当に有難うございます。 

まず、この検討会で、もちろん条例の方向自体を検討していくということと同時

に、それをどういう風に運用していくのか、っていうところも含めて、詳しく分

けて考えなければいけないのかなという風に思いました。なのでその点は貴事務

局の方で整理をしていただいて、こちらに投げかけていただければなという風に

思いました。 

後もう１つは、皆さん方のお話をお聞きしていて、『手話』というのがもちろん

普及が目標であり、目的であると思うんですけれども、その先のことも考えられ

ているのかな、という風に思いました。なので、『言語ができる』ということ、

『言語としての手話』ができる、という目標はもちろんなんですけれども、通常

言語教育を考える時には、その背後にある思考とか、文化とか、そういったこと

まで含めて、『言語教育』という風に言うわけなので、その点も含めてまずは考

えていかなければいけないのかなと。もしそれが、条例の文言を増やすのか減ら

すのか、少し膨らませるのであればそういったことなのかなと思いました。それ

と同時に手話を出発点として、多様な言語があるんだとか、多様な文化があるん

だという、もちろんその障がいということもいくつか話題に出ていましたけれど

も、多様な人たちがいるんだということを受け入れる気持ちを石狩市民が持って

ほしいということが、最終的なゴールなのかなという風に私は感じました。以上

です。 

【荒木会長 】最後にまとめていただいて。 

委員の皆さまからたくさんのご意見を頂きました。『言語としての手話』の理解

を深めるためにどうしたらいいかとか、さらに…もっともっとした方がいい、出

前講座を含めて、学齢児の子どもたち、あるいは高校も含めた手話の教育の進め

方について、それからまた障害のある子どもたちに対して、それを発見した場合

にどんな風な手話の獲得の状況を増やしていくか、また大変大きな問題として、
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障害と福祉と手話言語・手話、その関係ですね、どんな風に位置づけていくか、

それから鋭い指摘がありまして、手話を身に着けることが言語を身につけたと断

言はできませんよね、それから、言語指導とは何なのか、それも含めてやってい

くということになりますけれども、独断で申し訳ないんですけれども、第２回目

ですね、たくさんの課題をこれからつめていきますけれども、事務局の方でもま

とめていただきますけれども、結構多かったのは、出前講座を含めて学校教育、

小学校・中学校・高校で手話を普及するためには、どんな教育したらいいの？ど

んな方法だったらいいの？そこがちょっと喫緊の話題だと思います。どうでしょ

う、第２回目は、『学校教育における、手話教育のあり方について』ということ

で、よろしいですか？ それについて少し、議論を深めながら、事務局で今日の

課題を整理して出されたことについて、３回目、４回目に進んで行きたいと思い

ます。そんな風に思います。よろしいでしょうか。 

はい。では、ちょうど１０分オーバーしてしまいましたけれども、そのような形

で次回に、また議論していきたいと思います。じゃあ、事務局さんのほうにお返

しします。 

【事務局鈴木】はい。１回目、皆さん議論、ありがとうございました。 

私たちもすごく、皆さんの視点、どういうことを考えているかということで、次

につながる１回目になったと思います。 

 

 

８ 次回の会議の確認 

【事務局鈴木】早速、次の日程について、もし可能であれば本日決めたいと思うんですけれども、

実は事前に委員さんの承諾を頂く際に、曜日の関係で、実は当面は木曜日しか難

しいという状況があって、玉手委員さんは毎週木曜日がサークルの日で、大変申

し訳ないですけれども。 

【玉手委員 】えっ！ 

【事務局鈴木】次回は６月の２３日、若しくは 30 日で考えているんですけれども、今もう明ら

かに、23 日、30 日の時間は同じく夕方 6 時半スタートで概ね 2 時間の会議と

いうことですけれども。 

【荒木会長 】6 月 23 日木曜日第 2 回なんですけれども、都合の悪い方はいらっしゃいます

か? 

【玉手委員 】すいません、ずっと木曜日なんでしょうかね? 
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【荒木会長 】玉手委員は木曜日が都合が悪いんですね。 

【玉手委員 】木曜日がサークルの例会で、サークル員にも傍聴を呼びかけているんですけれど

も・・・ 

【事務局鈴木】すいません、今事務局も話してて・・・6 月の 30 日で決めたいと思うんですけ

れども・・・ 

【荒木会長 】玉手委員の方から、木曜日がだめと言われているんですが・・・ 

【玉手委員 】木曜日は手話サロンで市民向けの映画上映会をやる予定なんですよね。6 月 30

日、サークルで。 

【事務局鈴木】なるほど。それは大きなイベントですね。わかりました。 

【荒木会長 】それは玉手委員がいないと成り立ちませんか？ 

【玉手委員 】じゃなくて・・・その 

【荒木会長 】すごく脅迫的な言い方ですが、・・・ 

【玉手委員 】いや、私が欠席するのはかまわないんですけれども、ここを。 

【荒木会長 】なかなか全員がそろうというのは厳しいかもしれないんですが・・・ 

【事務局鈴木】そうですね・・・すいません、ちょっとお待ちください。それでは・・・ 

次の週に移そうとしたんですが、7 月 7 日には高田先生の講演会ということ

で・・・ 

【玉手委員 】23 日は難しいですか? 

【杉本委員 】30 日だったら、翌週になってしまいますよね、会議としては近いんじゃないで

しょうか。23 日当たりいいかと思うんですが。 

【事務局鈴木】すいません、今、行政・事務局の方で・・・はい。すいません、それでは、6 月

の 23 日、木曜日、いいですか？ すいません。場所につきましては、こちらの

方で調整しますので、市役所若しくはりんくるになりますけど、ご案内の中でそ

こを場所を間違わないように、こちらが市役所で、りんくるというのがここから

100 メートルぐらい離れた建物になりますので、もし場所等わからない方がい

たら、ご連絡等いただければと思います。 

それでは、こちらの方で、次回 2 回目のご案内を通知させていただくというこ

とで、テーマが、今日、会長に整理していただいて、『学校教育における手話教

育のあり方』ということだったんですけれども、お話の中で、子どもの手話って

いう風なもので学校と離れた部分の意見もあったので、学校教育も話するけれど

もそれ以外、もう少し広い意味での子どもということで、少しテーマの部分を事

務局で整理させていただいて、こんな内容ということで、皆さんに連絡させてい
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ただきますので、それに合わせて皆さん色々考えていただいて、2 回目迎えたい

と思います。よろしくお願いします。本日は第 1 回目ということで、長時間に

渡り、皆さん有難うございました。ちょっと個別にご挨拶できませんけれども、

時間ももう差し迫っていますので、皆さん本当にどうもありがとうございました。 

     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

 

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２８年 ８月 ８日  

 

石狩市手話に関する基本条例見直し検討会 

会長  荒 木 広 式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


