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第３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７月２７日（水）18：30～20：４0  

場 所：石狩市役所３階 庁議室 

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 欠席 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主査 鈴木 昌裕 

石狩市保健福祉部障がい支援 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 ４名 

 

 

会議次第 

議事テーマ 

１ 「手話は言語」について 

２ 聞こえない子どもの手話に触れる機会について 

３ 手話条例の見直しに向けて 

４ 委員のみなさんから自由発言 
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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、第３回石狩市手話に関する基本

条例見直し検討会を始めたいと思います。今日は大雨の中、また風の強い中

お越し頂き、ありがとうございます。また、先日７月７日開催しました髙田

英一さんの講演会に来ていただいた方についても、ありがとうございます。

今日は第３回目と言うことで、いくつかまた議論をしながら次の条例見直し

検討について、皆さんとまたお話し合いをしたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

        今日配付資料をまず確認しますけれども、今日、会議次第という１枚のみ

になっております。大丈夫でしょうか。 

 

１ 前回の振り返り 

【事務局鈴木】 続きまして、前回の振り返りをしたいと思います。 

        前回、第２回の検討会だったのですけれども、子どもに関する手話の学習

というようなテーマで、生田委員と緑苑台小学校の鎌倉先生にゲストスピー

カーということでお話をいただきました。 

       各委員の皆様からは、「プログラム化された非常に充実した良い内容なので、

石狩においてそれを継続していくべきではないか」というご意見が１つ、も

う１つが、今、小学校、中学校、そして高校と継続して学べるようなそうい

う環境を作っていくことが必要なのではないかということ、もう１つが手話

出前授業については、取り組めている学校と取り組めない学校があるという

状況の中、特に花川の南地区については「子どもの数が多い」等という理由

でなかなか学校としては取り組みにくい環境にあるのではないかというこ

とで、学校以外でも手話やろう者に触れる機会というものを考えていかなけ

ればいけないのではないかと風な、そんな議論だったと思います。 

        

２ 委員意見交換 

【事務局鈴木】 引き続き本日の議題について、私の方から少しお話させていただきます。 

       今日、主に３つの議題を用意しています。 

        １つ目が、｢手話は言語｣について、というテーマについてですけれども、

前回の髙田英一さんの講演会を聞いて、皆さんどんな感想をもたれたかとい

うこと、また、ろうの方、当事者にとって手話というのはどういうものなの

か、ということを改めてお聞きしたいということ。また講演会に出ていない
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委員さんもいますので、それぞれの皆さんの意見とかを聞きながらご質問、

またそれ以外に、ずっとこれまで｢手話は言語｣ということが１つの大切なキ

ーワード、言葉として広がりつつあるのですけれども、改めてそれを私たち

はどう捉え、どう伝えていくべきなのか、という風なことを皆さんでお話し

たいと思います。 

        ２つ目、「聞こえない子どもの手話に触れる機会について」ということな

のですけれども、これは第１回目の検討会の中で、このテーマについて意見

交換していけばよいのではないかという風なお話があったということ、また、

荒木会長につきましては、札幌のろう学校の校長先生を経験されているとい

うことで、少しろう学校における聞こえない子どもの現状等について今日お

話をしていただいて、理解を深めて、またそれを受けて地域で何ができるの

か、という風な議論ができればと思っています。 

        ３つ目、手話条例の見直しに向けてということで、第４回、第５回と提言

について、どのような市に対して提言をしていくのか、条例を見直すとした

らどんな視点が必要なのかということを次回の検討に向けて皆さんの視点

等を意見交換していただきたいと思っています。 

        ４つ目として、本日３つの議論、テーマ以外で、皆さんお話をしていただ

きたいという風なテーマがありましたら、自由に発言ということで意見交換

をしていただければ、という風に思います。 

       ここで荒木会長の方に交代をしまして、司会進行の方をお願いしたいと思い

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【荒木会長】   はい。では皆さん、ご苦労様です。第３回目始めさせていただきたいと

思います。 

        私、前回欠席したのですけれども、事務局さんからの申し送り事項ですと、

何か議事録ですか、議事録の作成方法について宿題になっているという風に

伺っています。当初は議事録の作成方法について第１回目の協議では、発言

者の氏名を実名ではなくアルファベットで表記するというようなことでま

とまっていましたけれども、事務局から｢実名の方が議事録の内容がわかり

やすいのではないか｣と、そのような指摘がありました。それで改めて、議

事録の表記方法について協議をしていきたいと、そんな風に思います。委員

の皆様には前回アルファベット表記と、それから実名表記と、両方の資料が

いっていると思いますので、それぞれ目を通されたと思いますけれども、ざ

っくばらんにご意見を伺いたいと思います。こういう表記方法についていか
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がでしょうか?ご意見のある委員さん、いますかね？ 

【佐藤委員】  ３年前の時は実際の名前で出しましたよね。あれで特に問題が無いと思っ

ているのですがどうでしょうか。もし名前を変えるとなると、どんな人が言

っているのかわからない、そういう意見が出てこないのだろうか。よほどの

ことが無い限り実名を出すのが普通だと思いますが。何か困る事情がありま

すか? 

【事務局鈴木】 はい、私のほうから発言良いですか。今回実名か、実名がない形というこ

とで２つ考えた時に、実名がある形、若しくは実名を出さないで｢委員｣とい

う表記をして議事録を公開しているということで、手話条例の検討会、いく

つかの自治体を見た中で両方ありました。その中で提言したのは、実名が無

い形の方が発言をするに当たって慎重にならないのかな、という趣旨で名前

を最初伏せた方が良いのはないかということで提案をして、実際１回目の検

討会が終わった後作ってみたのですけれども、アルファベットを表記してし

まうとそれぞれ皆さんが議事録を見た時に、自分の発言も他の方の発言も、

誰がどの発言をしたのかということがまったくわからない形であるという

ことが作ってみてわかりまして、これは記録としては、非常に残し方として

はまずいと思いまして、実名を掲載した形で２つ作ったという風な形です。

心配していた、何か発言に対して前回平成２５年の時に特定の委員さんに対

して何か「その発言はいかがなものか」みたいなそういうことも実際無かっ

たですし、そういうことはこの検討会ではそこまでおきないのかな、という

ことを考えましたら、最終的には皆さんが問題ないということであれば、実

名を出した中で議事録を残していくということが、その後振り返った時にも

しっかり議論の経過を確認できるということで、再度実名のある形で議事録

を残していくことでどうでしょうかということで提案をさせていただきま

した。 

【荒木会長】  はい。今、佐藤委員からのご意見、それから事務局の方から改めて提案が

ありましたが、よろしいですか？特に反対の方はいらっしゃいませんね? 

はい、では実名ということで、これから発言するたびにきちっと実名を掲載

することになりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

【事務局鈴木】 ありがとうございます。 

【荒木会長】  では、本日の協議に入りたいと思います。ちょっと事務局からのレジュメ

をもう一度ご覧ください。本日３つの柱で話を進めてまいりたいとそんな風

に思います。 
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        １点目は｢手話は言語である｣そのことの認識について。ご意見を伺います。 

       ２点目については｢聞こえない子どもの手話に触れる機会について｣ 

       それから３点目は｢手話条例の見直しに向けて必要な視点は何か｣というこ

とで、それぞれのご意見を伺いたいと思います。 

        結構大事な項目がありますので、ちょっと時間的に足りないかもしれませ

んけれども、それぞれ効率的にお願いしたいと思いますのでよろしくお願い

したいと思います。特にこの３点についてご質問はございますか?  

はい、では進めさせていただきます。 

        では始めに第１の視点ですけれども、｢手話は言語である｣ことの認識につ

いて、さらに付け加えますと、｢ろう者にとって手話というのはなんだろう

か｣というそんな意味も含めて議論していきたいと思います。 

        なお、先ほど事務局の方からもお話がありましたけれども、７月７日に日

本手話研究所の髙田所長さんが講演されましたですね。｢手話は言語である｣

～その理解と普及のために～。お聞きした方はその感想も一緒に踏まえなが

ら発言していただければと、そんな風に思います。 

        実は私も髙田先生の講演を聴かせていただきました。人間のその言語の起

源と進化っていうことについて、髙田所長さんが本当に、｢言語は身振りか

ら進化した｣と、大変壮大な推量のもとに講演を展開されました。私はちょ

っと圧倒された気がしております。 

        私自身は、手話って言うのはろう者のアイデンティティと言いますか、も

っと別の言葉で言うと自分のよりどころと言いますか、やっぱり手話はろう

者のアイデンティティとそれから命であると、そんなように私は認識を持っ

ています。そんな意味で私自身はこの講演を通して、やっぱり手話は言語で

あるという認識を強くした次第であります。本当に、改めて高田先生の講演

を聴いて、自分自身の考え方がある意味で整理されたと、そんな風にも思っ

ている次第であります。各委員の皆さんにも、この｢手話は言語である｣こと

の認識についてのご意見、それから講演についての感想も踏まえてですね、

ざっくばらんにご意見を出していただければと、そんな風に思います。じゃ

あよろしくお願いいたします。 

【生田委員】    はい。生田です。僕は学校で社会を教えています。もちろん歴史も地理

も、そういった観点から言語についてはしっかり学校で授業しております。

しかしながら「手話」というところにつきましては、まったく触れてはいま

せん。高田先生のお話を聞いて、手話も他の言語と同様に、同じ発展過程と
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言いますか、形成過程と言うか、歴史は浅いですけれども、同じ道をしっか

り歩んでいるな、という風に感じました。また別の角度から手話が他の言語

と同じであるということがよくわかったのですよね。ですので、後で手話言

語条例の見直しのところでも言おうと思ったのですけれども、ぜひ条例の前

文あたりに、「手話は歴史が浅いけれども他の言語と同じように、同じ発展

過程を持ってきた言語である」というような文を入れてもらえたら、嬉しい

なと思っております。 

【町田委員】   皆一生懸命書いてしまって… 

【荒木会長】   どうぞ皆さん、ざっくばらんに 

【佐藤委員】   記録に取っているのでしょう。 

【町田委員】   でも生で聞きたい。 

【荒木会長】   頭の整理。あといかがですか？ 感想でも結構ですので、講演の。 

【加藤委員】  １つ質問なのですけれども。今出ていました、日本における手話っていう

のは、歴史的にはどれぐらいの長さを持っているのですか? 

【町田・玉手委員】明治・・・明治だね。京都の盲唖院。 

【荒木会長】   佐藤委員、詳しいですよね。今の加藤委員の質問に、佐藤委員? 

【佐藤委員】   明治１１年。明治１１年、京都で初めて、ろうだけじゃなくて盲者も一緒

の学校ができました。耳の聞こえないろうあ者の相談、団体が最初にできた

年。それまでの間は、江戸時代とかろうあ者がいなかったわけではなく、ろ

うあ者はいた。ろうあ者はいたけど、集団が無かった。例えば江戸時代の場

合は、一般の場合は寺小屋があったでしょう。しかしろうあ者用の寺小屋が

無い。だから集団が無く、バラバラでした。そういうこともあって、考えら

れるのは手話ではなく身振り。 

        歴史上でいえば、吉田松陰。吉田松陰の弟は耳が聞こえなかった。だから、

吉田松陰のテレビ、なんだったかなぁ。｢花燃ゆ｣？ああそれにも出ていたで

しょ。あの時代の手話は違う、無かったわけ。手話は無かったから、手話と

してテレビに出ているのはおかしい。時代から見るとおかしいから、手話で

はなくて、実際には見たわけではないからわからないが、考えられるのは身

振りしか考えられない。だから手話ではなくて身振りとして役者に指導する

ように。こういうような状況だからろうあ者が手話となっていくためには、

集団が必要だと思います。集団ができたのは明治１１年。明治１１年から手

話がスタートしたわけではない。苦労しながら、試験的にやりながら積み重

ねてきた歴史があるのです。その後昭和何年だったか鳩山大臣が｢手話はダ
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メ｣と言ったのは昭和８年だったか?昭和８年?手話禁止令を出したわけ。手

話を使ってはダメ、理由を聞くとあの頃は手話とは言わない｢手まね｣という

言い方をしていたと思います。｢手まね｣をすると日本語が身につかない、と

言われていました。根っこにあるのは、国民の多くは日本語を話す。だから

それに合わせた教育をする必要がある。それで手話が禁止という時代が長く

続いてきました。本格的に手話での教育をするのは、まだ試験的。試験的に

使われているうちに文部科学省も｢口話教育を止めて、手話教育に変える｣

と言ったわけではない。その現状の中で国連の権利条約が出て、日本でもや

っと障害者基本法に｢手話は言語に含まれる｣というのができたわけなので

す。だからそれを見れば、ろう学校における手話教育というのは始まったば

かりといえます。だから一般の議員や先生方に、国は手話教育を認めたわけ

ではないと言うと、皆さんびっくりする反応が多いです。ここでも手話条例

が広がっているから、大体皆さん「当然ろう学校でも手話教育がされている

だろう」と思っているけど、それは間違いです。これから手話教育が広がっ

ていくと思います。 

【荒木会長】    佐藤委員、ありがとうございました。大変詳しいのでまだまだ時間が欲

しいですが…。鳩山元首相のおじいさんですか、手話を禁止したのではなく

て、口話法で鋭意奮闘しなさい、と全国の校長を集めた会議の中で言ったの

ですね。実質それ以来、佐藤委員がおっしゃったように手話が使われなくな

ってきたとそんな経緯がありますね。大変詳しい説明ありがとうございまし

た。加藤委員、よろしいですか。 

【加藤委員】  はい。ありがとうございます。 

【荒木会長】  その他いかがですか、手話が言語であると言うことについての感想、ある

いはご意見、ありましたら。後２、３お出しいただけると。はい、どうぞ。 

【玉手委員】  高田さんの講演を聞いての感想なのですけど、たまたまその髙田さんの講

演の１週間前にサークルで、市民にも呼びかけてというのか、そんな大げさ

ではないのですけれども、サークル員とその他の方をお呼びして映画の上映

会をしました。テーマが｢奇跡｣というフランスの映画なのですけども、盲ろ

うの女の子が手話を身につけて人間になる、と言うか、そういう映画だった

のですよね。で、その後に高田さんの講演を聞いて、やっぱり言語を身につ

けて動物から人間になっていく、っていうのが、タイムリーだったのですご

く話を聞いていて「あ、そうだな」ってという想い、髙田さんが言語と文字

の関係で、｢手話にもイラストという文字がある｣というお話をされていて、
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昭和４４年に｢私たちの手話｣という本が発行されたのですね、辞典というよ

りもこんな薄い物だったのですけれども、その時、それまではテキストが無

いので、見てメモして手話を覚えるっていうような状況で勉強していたけれ

ども、｢私たちの手話｣という本ができてからは、手話を学ぶ人にとってはや

っぱりとっても、何と言うのか画期的だったし、教える方でもやっぱりとて

も教えやすくなったっていう事を思い出しながら話を聞いていました。で、

今、石狩においてはテキストって言うか副教材みたくリーフレットは石狩市

で発行して出していますけれども、テキストっていうのはあまり無いのです

ね。やはり、手話を蓄積していくとか、普及していくためにはテキストがあ

ったら良いな、それも手話通訳とかになるためのテキストではなくて、簡単

に挨拶をしたり、聞こえない人と簡単なコミュニケーションをするための、

石狩市独自のテキストがあって、そういうのがここで作って広められれば良

いなあという風に思いながら、高田さんの話を聞いておりました。 

【荒木会長】   はい、ありがとうございました。その他いかがですか? 

       ｢手話は言語である｣ということについての共通認識に立っていますので特

にございませんか?よろしいですか？ はい、では｢手話は言語である｣との

共通理解に立って、今日の２つ目に入っていきたいと思います。ちょっとレ

ジュメを見ていただければ、２つ目ですが、｢聞こえない子どもの手話に触

れる機会｣ということで議論していきたいと思いますけれども。 

       先ほど事務局の方からもお話がありましたが、私はろう学校に勤めておりま

したので、少し情報の提供と言いますか、させていただきたいとそんな風に

思います。 

        聞こえない子どもたちのアイデンティティという言葉をよく使うんです

が、自分のよりどころですね、聞こえない子供たちが自分自身で何をよりど

ころにするか、もっと言えば、自分というものについてどんな意識を持って

いるか、そういうことを考える時に、発展させられる要因として３つ挙げら

れると思っています。 

        アイデンティティ確立のための要素の１つ目は、｢手話を肯定すること｣。

手話っていうのは大事だな、それがひとつの要素。 

        ２つ目は、デフファミリーの存在。親が聞こえない方。 

        ３つ目として、ろう者との出会い。 

       この３つがやっぱり、聞こえない子どもたちの自分自身の意識、それを高め

るための要素とそんな風に言われています。しかしその聞こえない子どもた
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ちの親の９割は聴者いわゆる聞こえる親、そんな風に言われていますから、

聞こえない子どもたちが就学するろう学校がある意味では、実はその聞こえ

ない子どもたちのアイデンティティを育む場になっていると、そんなような

ことが指摘されるとそんな風に思います。 

        ちょっとではここで札幌ろう学校の教育の現状について、簡単に述べさせ

ていただきたいとそんな風に思います。札幌ろう学校ではこれまで、いわゆ

る「聴覚口話法」、いわゆる聴力を活用して音声によって授業、そして音声

によって表出する、そういうような授業指導を行ってきました。いわゆる「聴

覚口話法」それを主にした指導を行ってきております。しかし、ちょうど平

成１９年度、これが大変記念すべき年なのですが、この平成１９年度という

のはわが国では「特殊教育」が「特別支援教育」に転換した年です。記念す

べき年なのですが、奇しくもこの年から札幌ろう学校では、幼児、児童、生

徒それぞれの本人、あるいは保護者の意向に基づいて教育を行おうと、そう

いうことが出てきました。つまり幼児、児童、生徒本人、保護者の意向に基

づいて、手話による学習の指導体制を整え、そして教育実践に取り組んでき

たとそのなような経緯があります。今現在ですと０歳から２歳までの教育、

乳幼児の教育相談という言い方をしていますけれども、早期の段階から手話

による指導を行っている。そして１人１人の教育的ニーズに基づいて多様な

コミュニケーション手段、それを選択した指導を行うことになっています。 

ちょっとこれは今年間に合わなかったので去年の情報なのですが、全道でろ

う学校がありますけれども、ろう学校で聴覚に障害がある先生っていうのは、

何と去年ですね、１６名もいました。今までと比べて画期的なことですね。

これほどやっぱり、どんどんどんどん手話に対する認識も変わってきたと、

そのような状況になっています。簡単ですけども、話すと長くなりますので、

簡単ですが、そのような状況でろう学校なんかでは教育相談を初めとして、

そして手話の方向性がどんどん活発化している、そんなような状況にござい

ます。 

ではその｢聞こえない子どもの手話に触れる機会｣について、どうでしょう

何かご意見のある方があれば、お聞かせいただきたい、そんな風に思います。

特に指名しませんのでどうぞお聞かせください。はい、棟方委員どうぞ。 

【棟方委員】  あの実際に耳の聞こえない子どもたちっていうのは、大体何％くらいとい

うか、私ちょっと狭いので、石狩だけで何人ぐらいのお子さんがいらっしゃ

るのか、私すごく少ないっていうあれが… 
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【荒木会長】  ちょっとごめんなさい、石狩は理解していないのですが、一応出現率とい

いますか、親御さんから子どもが生まれますよね、その中で難聴も含めて聴

覚に障害がある子どもが生まれる可能性、出る、現すと書いて出現率と言い

ますが、難聴の場合 0.11％という風に言われています。ですから、１，０

００人に１人。ですから逆に聞こえない子どもたちは「千神」「千の神様」

「神様が千人に１人、私を選んでくれた」いわゆる｢千神思想｣というものが

言われているケースもあります。一応、0.11％の出現率です。石狩では、

どうですか？ 

【事務局鈴木】  すみません、手元に資料が無いのですけれども。 

【生田委員】     500…数１０人だったと記憶しています。 

【事務局鈴木】  聴覚障がいの手帳を持っている方でいきますと、約 300 ですね。 

【荒木会長】   その他に、見えない方が、見えないというか数字にあがらない方がいら

っしゃいますよね。300 以上ということになりますね。 

【町田委員】    高齢者も含んでいるのですよね？ 

【事務局鈴木】  もちろんそうですね。 

【棟方委員】   子どもにしたらもっと少ないですよね。そういう子どもたちは、必ず盲学

校、ろう学校という形で、ま、石狩には無いわけですから、札幌近郊に行か

れると思うので、私達なかなか触れ合う機会というのが無いですよね。それ

がこういう形で手話の条例ができて、なんとなく初めは福祉的な要因ではな

く「手話は言語」というのを強く打ち出した条例制定だったと思うのですね。 

最初の時には、私も議員をしていた時だったので、福祉的な要因で、この

「石狩市福祉のまち」っていう部分でこの条例がっていう部分では、他の障

がいの団体からはクレームというか｢何ででしょう?｣というような形の声は

多々上がっていました。ただその時にやはり条例の中で、私たちが使う言葉、

この言語を手話として捉えてほしい、というような形でスタートしたと思う

のですけれども、それが今回髙田先生の講演の時の、やはり関係者はたくさ

ん来ていたと思うのですね。 

一般の市民にはどれだけこれが広がっているのかっていう部分は、やはり

これから出てくる中で、あの今子どもたちにこの手話って言うのはすごく良

い試みだと思うのです。あの前回も出ていましたけども、私も花川南に住ん

でいますので、北の方は今そういう形で進んでいますので、あと手話の方の

サークルもほとんど北で行われていますよね。りんくるの方ですから。だか

らそういう部分の中では、ちょっとこの石狩の市内を見ただけでもなかなか
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そういう接する機会っていうのが少ないのかなって。あえてその現場を作ろ

うと思って作るものではないのですけども、でも石狩翔陽高校が取り組んで

る、来年から取り組むっていうことがありますし、小学生、中学生の部分で

は、これは教育委員会の方にも関係しますけれども、そういう子どもたちは

実際石狩にはいらっしゃいませんから教育現場で会うこともないですし、な

かなか接する機会ってないと思うので、できれば手話が私たちが普通にしゃ

べる言語として子どもたちが普通に挨拶から始まって使えるのであれば、も

っともっと広がりを見せるのじゃないかな。 

聞こえない子どもたちと会う機会というのは何かの…こう、イベントか何

かじゃないと会う事はないと思うのですよね。最近はね、その特殊教育から

支援学校っていう部分の中で、特に普通学級の中に障がいを持っているお子

さんをっていう形で進んできてはいますけれども、実際に耳の聞こえない方

の子どもたちの教育現場は今、私の知るところでは、石狩には無いと思うの

ですよね。ですから今、相対的な人数を事務局の方から言っていただきまし

たけれども、それを特別視するのではなくって、普通に、今、広報の方にも

挨拶の部分でちょこっと上に出していただいて、｢これは何なのだろう?｣っ

ていう形の部分でお知らせの部分あると思うのですけれども、副読本なんか

もせっかく作ってもなかなか使われてないんじゃないかなっていうのが私

ちょっともったいないなって思っているので、こういうものをやはり、小学

校の部分でもそうですけれども、北と南に分かれるのはなくって、教育の部

分ではちょっと人数の多い学校ではなかなか難しいって言われているのと、

私が考えるのは｢寺子屋｣の方が、南の方ではずっとやっていますから、時間

的に取れないのかなって思って、ちょっと残念だなって思っているのですけ

れども、でも子どもたちってすごく反応早いですよね。私、久しぶりに朝の

読み聞かせに行かせていただいた時に、朝の挨拶だけは手話でさせていただ

いたのです、自分の名前までは。自己紹介までは。その後 10 時から図書の

貸し出しの図書館に行った時に、そこにいたクラスの女の子が手話で挨拶し

てくれたのです。顔を見て、とんとんってたたかれて、手話で挨拶をされた

のですね。 

【玉手委員】   聞こえるのにね… 

【棟方委員】  私それがすごく嬉しくって、｢ああこういう響き方してくれたんだなぁ｣

って。子どもって早いですよね。覚えるのも。だから、私が五郎さんから教

えていただいた｢朝起きるとき枕から頭をはずすでしょ｣っていう説明をし
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て朝の挨拶をしたっていうのをまねてやってくれたのです。で、10 時でし

たので、｢お昼は、“こんにちは”はなんですか？｣って聞かれたのですよね。

これすごいなぁって。そこまで子どもって素直に普通にそれができるってい

うのはすごく嬉しかったのですけれども、でもなかなか学校で取り組んでい

ませんから、もったいないなぁって。子どもたちから家に帰って親に言って、

また一緒に住んでいるおじいちゃんおばあちゃんたちもそういう形のつな

がりができたら、普通に耳の聞こえない人たちと会っても挨拶程度はできる

かしら、っていう風に思っちゃったのですよね。これはちょっと教育委員会

に言うべき事ですかね…。 

【荒木会長】   大変ありがとうございました。 

石狩にはろう学校はありませんのでね、今逆の意味では、地域で何ができ 

るか、そういう視点になったと思うのですが。 

今副読本の話がありましたけれども、これ、どういう方面にどういう風に

配っているのですか? 

【事務局鈴木】 使い方としてはですね、出前授業の補助教材をメインとした形で使ってい

るのですけれども、例えば手話のイベントがある時とか、いわゆる皆さんが

接する中では、お配りしたりということですね、そういう使い方をしていま

す。配布の仕方、周知の仕方、色々考えがあると思うのですけれども、例え

ば学校に全校配布ということでいくと、やはりろうの方と実際に接する中で

感じる事、知ることの方が大切、それを振り返るというようなことがですね、

ある意味石狩の出前授業のやり方であったり、それが最も良いのではないか

という取り組みをしているので、今のところ何かこう、学校に全校配付をし

て、というような事ではなくて、棟方委員の意見を考えるんであれば、前回

第 2 回の検討会でも出ましたけど、学校だけでは無くてそれ以外に子ども

たちが接する機会、特に南地区をどういう環境を作っていくかということを

ですね、2 回目の重要な話だったかなという風に受け止めています。 

【荒木会長】  地域によって温度差があるということですね。はい、杉本委員どうぞ。 

【杉本委員】  聞こえない子どもの手話との出会いについての歴史を振り返ってみると、

自分は稚内ろう学校では先生が来た時に、特に口話での指導が多かったです。

読話の練習の時間を多くとりました。読んだものを書けるかどうかというの

を毎日練習しました。私はできるようになりました。できると褒めてもらえ

るのですね。「わかりますか。先生の言っていることがわかりますか？」無

理やりにあごを上げて、見るように、というような指導を受けたこともあり
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ました。生徒たちは嫌がっているのです。そうすることで時間がかかって、

無駄な時間をすごしたな、と思い出します。“命に関わる言葉”ということ

であれば、手話を使って学習できればのびのびできたと思いますが、手話を

使ってはいけないと言われていたので、卒業してからの皆はきらきらした喜

びも無く、取り返しのつかないことをしてしまったというような苦しい状況。

でもその時は仕方ないと思って皆やっいてたのですけれども、最近は札幌ろ

う学校の評議員会に参加して授業参観を見て、｢ああ、良いな｣と思いました。

3 歳の子どもに対して、｢今日の天気はどうだい?｣そうすると手話で「くも

り」指文字でも「く、も、り」と表すようになった。全てを使って会話をし

て、先生と生徒の会話をしていきいきしている様子が見受けられるようにな

ったので、もっと早く今の様子が僕の時代にもやってもらえれば良かったな

と思います。そういう意味では、言語を大切に扱うべきだと思っています。 

【荒木会長】   はい、ありがとうございます。ろう学校の体験談を力強くお話されまし

た。いかがですか、地域で何ができるか、という視点があります。いかがで

しょうか。気軽に感想でもお話いただければ、ありがたいと思います。佐藤

委員。 

【佐藤委員】  手話は別として、一般の子どもたち、大人も同じですが、やっぱりほとん

どの方、身振りを使っていると思います。 

 今日来る時に地下鉄に乗って来たのですけれども、中学生か高校生かわか

りませんが、子どもたちが地下鉄に乗っていて、さまざまな話をしているの

を見た時に、手も動かさないでひざの上から手は一度も離さないという様子

は見られないですよね。おしゃべりする時も身振りを使っていると思います。

かしこまって話しているわけではなくて、手を使いながら話をしていると思

います。それはろうあ者から見てもわかる内容で、身振りというのはろうあ

者だけがわかるのではなく、聞こえる人も聞こえない人もわかる。そう考え

ると、子どもも同じですよね。飛行機の中でも同じですよね。スチュワーデ

ス、キャビンアテンダントは、出発する時に機内に 3 人いらっしゃいます

よね、ＯＫの合図をしますよね。それから汽車も同じですよね。出発進行の

合図、あれはろうあ者が見ても分かりますよね。子どもたちも身振りを使う

と思います。手話と、身振りで違いはなにかというと語彙数が違うというこ

とです。身振りの場合は大体 100 ぐらいではないかと言われています。実

際に数えたわけではありませんが、100 ぐらい。聞こえる人も聞こえない

人も身振りは通じます。そこからスタートすれば、肩が楽になると思います。 
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月曜日か火曜日にびっくりしたことがあって、北海道ろうあ連盟の事務所に

50 歳くらいの男性が来て、｢何か御用ですか｣と聞いたら｢耳が、事故のた

めに聞こえなくなってきた。手帳はまだもらっていないのですが、耳が聞こ

えなくなってきたので困った。教育関係の会社の仕事をしていると言いまし

た。セミナーの講師をしている社長さんだということがわかりました。耳が

聞こえないので、話をしている様子は耳に手をそえながら話をしていました。

俺はもうダメだし、儲からないから、これはもう手話を身につけなければな

らないと思って、北海道ろうあ連盟の事務所に来たそうです。身振りの方法

は、会話の中で非常に豊かな私たちから見てもわかるような身振りでした。

鈴木さんも 2 年前担当になった頃はできなかったが、今ならできるように

なった。でもまた異動して新しい人が来たらできなくなる。だから、誰が来

てもいいような形を作っておかなければダメだ。それは石狩市民でなくても

やる気になれば誰もができることだと思います。ところがなぜか日本人はそ

の辺は弱いのだと思います。 

【荒木会長】    佐藤委員から鈴木さんにお褒めの言葉をいただきました。 

【事務局鈴木】  ありがとうございます。 

【荒木会長】   石狩の条例の良い方向性だと思います。他にいかがですか?この件につい

て。聞こえない子どもに対して、手話、地域性も含めながら何かご意見はご

ざいませんか。 

【町田委員】  子ども以外はだめですか? 

【荒木会長】  どうぞ。 

【町田委員】  ちょっと、色んな所で話したかもしれないのですけど、私の体験談なので

すが。父が 4 年前に亡くなったのですけど、亡くなる半年前にのどにがん

の細胞があったのが見つかってわかって、半年じゃない 4 か月前かな、そ

れがちょうど声帯のところにあって、取ったのですよね、声帯も。で、取っ

て結局くっつけて縫い付けて、2 か月間、いや 1 か月間眠らされて薬で眠

らされた状態で、目を開けた時、父は元々職業病で耳が遠かったのです。補

聴器をつけていたのですよね、補聴器がないと「ああ？ああ？（聞こえない

動作）」の状態だったのですけど、補聴器をつけていれば普通に会話ができ

ていたのですが、その手術をした、取った、その 1 ヵ月後の目が開いた時

のパニック。パニックって手話どうやるのですか?パニックすごかったので

す。「あ、あ、あ、あ、」声が出ない！耳は聞こえない!「ああ～！」っても

う、｢俺はもう死ぬ、死ぬ!｣っていうような状態で、ひどかったのです。そ
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れまではもう口形だけで言っていたのですれども、毎日私がお見舞い、って

いうか世話に行っていて、その時に｢ねぇ、お父さんさ｣って私が妙に自然と

手話が出ちゃうのですけど、手話でやっていたら、｢そんなのは、“おし”“つ

んぼ”の使うもの！おれは“ろう”ではない！｣っていう否定、否定を言う

のですよ。言うのだけれども、もう通じる手段としては手話しかない、てい

うか身振りしかなくて、自然に手話を覚えちゃったのですよね。覚えたって

言うか覚えたわけではないのだけども、｢痛い?（手話付）｣って私がいつも

言うから、｢痛い（手話付）｣とか「ない」とか｢大丈夫?（手話付）｣って口

話を読みながら｢大丈夫、大丈夫（手話付）｣っていう手話を表してくる。で、

姉も一生懸命介護をやっていたのだけれども、姉はパクパクパクパク口ばっ

かりで言うから通じない。お互いにもう「プンッいらない！会うのも嫌だ！」

うちの母が行っても｢プンッ、嫌だ｣、で、私だけだったのですよね、通じた

のが。私のこともいらないとは言うのですけれども、｢あっち行け｣って言う

表現、身振りだったりとか。でも悲しい時には絵を描いて、昔の幼い時の何

か懐かしい絵を描いて私に示したり、説明する時に、手で動かして、｢それ

ね、手話だよ｣って言ったのですよ。｢手話、覚えれ｣って私言ったのだけど、

「んん！んん！」嫌だ、嫌だ、って手話で表すのですよね。手話を教えたわ

けではないのですけど。その時に確信、確信て言うか、｢ああ、言語だな｣

って思ったのですよね。聞こえる、今まで聞こえていた人も、バンってなっ

た（聞こえなくなったという手話）突然、そんな時にパニックになった、そ

の時に出るのが、手だったのですよね。で、最後まで私だけでした、通じた

のは。その様子を見ていた病院の看護師だったのですけれど、身振りで一生

懸命表してくれました。手話ではないのですけれど、父も看護師も身振りで

会話をして、最後死んじゃったのですけど、その時には、環境だなって思っ

たのですよね。ちょっと子どもとは離れちゃうかなって思ったのですけど、

自然にやっぱり手が出る動きが出るっていうのが、…良いなというのか、何

か言葉がわかんないですけれど、良いなというか、「ほら、やっぱり、言語」

という気持ちになったのですよね。だから、だからこそ石狩で条例ができた

時に。私は強く強くうるさいぐらいに｢手話は言語！ 皆が『椅子』って言

っているその『椅子』は誰が決めたの?｣って聞くと健聴者は皆、｢ああ、知

らないうちにこれは『椅子』って言っていた｣「でしょう？だから手話もこ

うなのだよ」っていう教え方をしてしまうのですけれども、｢自然に身につ

いたでしょう? 音声言語を。ろうあ者も手話が自然に身についているのだ
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よね。理屈だとかは無い。…部分もある。理屈もあるのもある。でも意味無

く自然に身についている、それは言語だから。お互いに言語・言語だからな

のだよ。｣っていう話をしているのですけれども。で、私は自分の父の体験

で改めて、｢ああ、本当に言語で、自分が手話を知っていて本当に良かった

な｣って思ったのですよね。覚えていて良かったなって。最後まで父と意思

疎通できたのは私だけだったなっていう…すいません、何か話が違いますよ

ね、違うのですけど、要は、手話は言語だっていうことと、そういう環境に

なって欲しいなっていうこと。病院なんかも看護師さんだけではなく、女性

の看護師さん方も皆手振り身振りでやってくれるようになっていったので

すよね。だから石狩でも、珍しいことなのではなく、自然にこう手が動く、

さっき佐藤委員が自然にできる、そういう環境になるのが私の目指している

条例なのですよね。何て、かっこいいことを言いましたけど…以上です。 

【荒木会長】  ではかっこいい言葉を聞いたところで、10 分間、休憩を取ります。ちょ

っと 10 分間休憩を取ります。あの時計で 40 分から始めます。 

【荒木会長】  では、ちょうど時間になりましたので、後半戦参りたいとそんな風に思い

ます。ここはタイトルは「聞こえない子ども」ということでしたけども、「聞

こえない方の」ということで大変印象的なお話もありましたけども、子ども

に関わらず聞こえない方が手話に触れ合う機会だとか、あと地域の人がどん

な風にサポートしていくかとか、ご意見があれば 2、3 伺いたいとそんな風

に思います。はい、どうぞ。 

【舘浦委員】  さっきから皆さんの発言を聞きながら、どういう発言が今の場にふさわし

いのか考えていてなかなか発言できなかったのですけれども、子どもの手話

に触れる機会っていうことで考えると、本当になかなか難しいところがあっ

て、出前講座をすごくやっているのですけれども、「ふれあい広場」って、

つい先日イベントがあって、その中で手話に触れてもらう「やさしい手話教

室」ってあるのですが、そこの時には、手話条例で手話に関心を持ってくれ

ている市民がもっと増えているかなって思ったのですが、そんなに関心が無

いような印象を受けて、なかなか呼び込むのが大変なのですよね。 

手話出前講座をした時がやっぱりお子さんはすごい関心を示すし、またイ

ベントに「手話フェスタ」というイベントをやり始めているのですけれども、

それにいらっしゃる方もやっぱり手話に関心がある方がいらっしゃるので、

なかなか内容もやる方も充実感を味わえるんですけれども、ついこの前やっ

た時に「手話はどれくらい広まっているだろう?」ていう実感が、ああいう
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障がい者のお祭りの時にはなかなかあんまり実感できないなぁっていう印

象がありました。なので、今少しずつ種を蒔いている状況だと思うので、お

子さんが毎年受けるっていうのと、この前お話があったように南の小学校で

はその手話になかなか触れる機会が無いっていうところも、何とか石狩市全

域で手話が広まるような仕組みを皆で考えたいなっていうのは本当に実感

として思います。 

私も体験の中でろうあ者のご夫婦に健聴の子どもが生まれた時、その子は

やはりろうあ者の方が手話を使って、ろうあ者ご夫婦が手話を使って会話す

るので、お子さんは健聴なのですけれども手話をお母さんと通じる言葉とし

て覚えていくって。私たち健聴者だと、最初に発語、親にわかる言葉って「マ

ンマ」とかそういう言葉だったりするのですけれども、そのお子さんは「き

れい」という抽象的な言葉を最初の手話として使ったらしいのですよね。例

えばお花を見て「きれいだね」とか、そういうのを手話で、親はろうあ者な

ので会話すると思うのですけども、いやもしかして、言葉を発せないだけで、

私たちもその抽象的なイメージを音から聞いて、たまたま発音しやすい言葉

が「マンマ」だったり、それが親に通じて、親がうれしくって「ああ～」っ

てコミュニケーションが始まっていくのかなとか想像したり、じゃあろうあ

者の親の中に生まれてくる子が、指だと表現できる単語がもしいくつもある

としたら、声では難しくてもね、もっといろんなイメージを汲み取るのかな

っていうところをろうあ者の方がお話しているのを聞いて、「へぇ～なるほ

ど」って思ったことを今でも覚えているのですよね。 

逆にろうあ者のご兄弟がずーっと囲われてというか、健聴の家族の中に生

活されているろうあ者、高齢の兄弟と会ったことがあるのですけれども、そ

この方は２人に通じる身振り手話みたいなのしか通じなくて、そこのおうち

以外の体験をさせてあげたくても言葉が通じなくって、私が通じたのは時計

を見て指を指して「お昼になったらご飯を食べる」、そういう本当に深まっ

たお話ができなくって、本当にその言葉を覚える環境っていうのが、すごく

そのろう、もし耳の聞こえない環境で生まれた時に、少しでも早くろうあ者

が使う手話と触れるっていう事が、言語を獲得する時にすごく大事なのだな

っていうのが、ちょっとこの仕事をしながら、仕事や手話サークルとか通研、

今の活動をしながら感じているところなのですよね。 

今回のテーマの「子どもの手話に触れる機会」っていうのはすごく大事だ

と思うのだけれども、どういう風に取り組むかっていうのは皆のアイディア
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を出し合わないとなかなか難しい、条例ができてもすぐにパッとなるもので

はなくって、やっぱり種まきをどういう風にしていくかっていう事がすごく

大事なのだなって思いました。 

今あの、話はずれるのですけれども、たまたま私たち通研の中で「手話カ

フェ」をやりませんかっていう風に声をかけてごめんなさい、肩書きはない

のですけれども、私の所属する団体が長いのですけど、北海道手話通訳問題

研究会道央支部「石狩班」。 

【玉手委員】   長い。 

【荒木会長】   長いですね。 

【舘浦委員】   ただ、サークルとはまた別に、手話とかろうあ者のこととか、この条例の

こととかを、すごく意見交換したり、皆で話し合っている団体なのですけれ

ども、「手話カフェ」というものをやりませんかっていうお声がけをいただ

いていて、まだ他の関係する団体にはお知らせしていないのですけれども、

今言っている皆さんがやっている出前講座とは別の機会で手話に触れる機

会ができないだろうかねっていうたまたまお声掛けいただいたのもあった

ので、通研の中で企画して他の団体の意見も聞いてみようかっていう、まだ

本当にちゃんと話し合いも深まってない状況なのですけども。ですので、こ

こでいつも手話を触れる機会という時にいつも心の中で「そうか、そうか」

と思いながら聞いている状況なのですよね。ちょっと皆さんの意見を参考に

しながら、出前講座じゃない場での触れる機会というのを私たちも考えたい。

ケアしたいなっていう風には思っています。はい、長くなってすみません。 

【荒木会長】    ありがとうございます。個人的な感想では、石狩はずいぶんあの出前講

座が盛んだし、この前多分お話があった総合的な学習の時間、小・中学校で

やっていると思っていたのですが、それでもまだ、という感じですか? 

【舘浦委員】  お子さんは、多分習ったお子さんは、すごく親御さんとか、それを表現す

るっていう意味で、関係する団体とか市役所の職員の手話を使う意識ってい

うのはすごく広がっています。それは実感するのですが、もっと一般市民の

人たちが、ああいう障がい者のお祭りの時には、あんまり印象として、手話

に関心がない、ないっていうかある人が少ないなっていう風に思います。 

【荒木会長】  それが今後の課題になりますね。 

【舘浦委員】  そうですね。 

【荒木会長】  ちょっと今気になったのですが、先ほど、聞こえない両親から聞こえる子

どもが生まれた場合、結構難しい問題がありますよね。コーダっていいます
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か、ＣＯＤＡ、Children of Deaf Adults の略だそうです。コーダってい

うのは今結構問題になっているのですよね。これからもいろんな意味でひと

つの課題になっていくのかなって、そんな気がしていますね。他にどうです

か。 

【事務局鈴木】 すみません、いいですかお話させてもらって。「聞こえない子どもの手話

に触れる機会」ということで、条例を担当して 2 年を振り返って、ろうの

方の色々な話を聞いてきて、自分が今考えていることなのですけれども、石

狩に条例ができて手話の普及が広がったという風なことでいくと、聞こえる

方、聞こえる子どもに関しては徐々に広がっているという風に思っています。 

その中で、自分が考えていることは、じゃあ聞こえない赤ちゃん、子どが

生まれた時に、9 割の聞こえる親といわれている人がこの石狩で「手話を使

って子どもを育てよう」という風に果たして思うんだろうかということを今

考えています。その中で、子どもが聞こえないということでお話をしている

方、今井絵里子さんがいますけれども、その方の本も読んで、やはり親御さ

んとしては聞こえる親であれば、子どもを聞こえるようになって欲しい、人

工内耳をつけてというのが、親の気持ちを考えた時に、まぁそうかなと思い

ます。そしてじゃあ、今現状がどうなのかというと、実は石狩市で条例がで

きてまったく聞こえない子どもが生まれたという話は保健師さん、あとは子

ども発達支援センターという子どもの発達を支援するところに聞いてみた

のですけれども、いないようだということで、じゃあ過去には聞こえない子

どもはどうしていたのかというと、聞こえないということでいけば保健師さ

んが接するけども耳鼻科・お医者さんに相談という中、その中でひょっとし

たら人工内耳をつける方がいるかもしれない、そこに子どもの選択はないと

いうことですけども、もう一方では先ほど荒木先生がおっしゃったようにろ

う学校の教育相談であったら幼稚部という風なことが、ある意味そこがすべ

てを担っているという風な状況になっていると思うのですよね。今後、手話

条例を考えた時に、もちろん多くの聞こえる人に手話のことを理解してもら

うという取り組みは大切なことですけれども、じゃあ聞こえない子どもが生

まれた時に、手話というものも言語として獲得をするという風なことを、親

御さん、聞こえる親御さんが考えるようになって初めて、手話条例が目指し

ている社会が実現できるという風に思っています。 

そういう意味では、今、市として何をやっていけばいいのかということは、

まさしく考えていることですけども、それはろう学校の状況を理解しながら、
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地域で 0 歳、1 歳という言語を獲得するという非常に大切な時期に、例えば

子どもの発達を支援するところ、そこに手話サークル・聴力障害者協会が協

力する中で、親御さんが子どもも含めて手話を触れる機会みたいなものを作

っていくということも必要じゃないかという風に思っています。 

実際、手話条例のないまちでも聴覚障がい児の支援という観点で放課後デ

イサービスとか児童デイサービスでそういう風なサービスをやっていると

いう情報も聞いています。ですからろう学校だけではなくて、地域でまだま

だできることはあるのではないかということで、手話の普及だけではなくて、

言語ということであれば聞こえない子ども、赤ちゃんが生まれた時に、手話

も含めて言語獲得っていう事もしっかり考えていくっていう事が必要では

ないかなと思います。 

 というのが、皆さんろう学校時代の皆さんお話をしていただく中で、やは

りつらい経験だったという風なお話をみんなされますけども、手話を言語と

して認められて、それを生まれた赤ちゃんが獲得をする、アイデンティティ

としてしっかり持つというのは、まだまだろう学校が全てではなくて、地域

で、国全体として考えていく、それこそ手話条例を作った、目指す社会だと

いう風に思っています。 

【荒木会長】   はい、ありがとうございました。 

今、個人的にはですね、やはり、色々な機会を設けて手話をやっていま

すね。成人に対する手話だとかあるいは小さなお子さんだとかね、関係者

を含めて、一過性のような気がするのですね、やはり。興味ある人だけ集

まる。本当に今言ったように、生まれた、生まれた自分の子どもが聞こえ

ない場合、その子どもをどうやって、手話で教えたいなあと思うためには、

10 年後のために施策を講じる必要があると思うのですね。そうすると小

学校、中学校でもっと、教育課程の限度がありますけれども、真剣にね、

1 学期に１回とか２回じゃなくてね、カリキュラムを変えて、小学校でや

っぱり一生懸命やれば、私は、どうでしょう、「昔小学校であんな面白い

体験をした」だとか、「あんな行事やった」って今でも覚えていますよね。

ですから小学校、中学校で本当に子どもたちが感動したものを得れば、そ

の子どものあり方、生き方が変わるのですね。ですから例えば、今おっし

ゃったように将来、自分の子どもに聞こえない子どもが生まれた場合、自

分が小学校・中学校で手話に大変なじんでいれば、そんなに抵抗感ないよ

うな気がしますね。ですからこれからのちょっと長い目で見れば、石狩の
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ターゲットは小学校、そんな風に思います。後でまた意見ありますけれど、

個人的にですけれど。でも今とっても賛同しました。 

【事務局鈴木】  ありがとうございます。 

【荒木会長】    じゃいかがですか？ 

【町田委員】   すいません。 

【荒木会長】  えっと、じゃ、杉本さん先にどうぞ。 

【杉本委員】   昨日、初級手話講習会、奉仕員養成講座がこれからもあるのですけれど

も、入門の部分が終わりました。その感想発表をしてもらいました。生徒の

中で一番年配の女性が手話を覚えて、手話の表現を上手にやっていただきま

した。結構年配なのに結構覚えていただいて、発表はとても上手にできまし

た。すばらしかったです。「どうして覚えることができたのでしょうか？」

と聞いたら、「私は将来耳が遠くなる、その時に会話ができなくなります。

だから今から手話を覚えておくことが必要ではないか。」というご意見をい

ただいて、本当にそうだ。すごいな。と思いました。 

石狩には 300 人ぐらい、高齢のために聴覚に障がいを持っている、耳が遠

くなっている人がいるかもしれません。筆記ができるという道もありますが、

一方で手話を覚えれば会話ができるという方法もあります。それももっとも

っとアピールしていって、皆さんに覚えていただいて、「将来どうしたらい

いかわからない」という風に迷わないようにして、こういう道もあるよ、手

話の道もあるよと教えることができたらいいのになと思っています。条例に

合わせて、その条例の意味に合っていると思います。 

【荒木会長】  はい、ありがとうございました。はい、大変大事なご意見だったとそんな

風に思います。その他いかがですか?これに関連して。はい、どうぞ。 

【町田委員】  会長さんのお話であっと気付いたのですけれど、もう何年も前、10 年く

らい前なのですけれど、耳の聞こえない子どもが石狩にいました。で、ある

保育園に入っていました。そこで、周りは全員聞こえる子どもたちばかりで、

その子だけが聞こえないっていう状況がありました。但し、その子だけでは

なく、その保育園では何人かの子どもを受け入れていました。で、今なら条

例があるのでこちらからの働きかけもしやすいと思うのですけれども、その

時はまだ条例とかもなく、ほんとに関心のある親だけが手話を覚えたいって

いう言い方というか、そういう雰囲気だったのですよね。で、こういう保育

士さんたちも今と比べるとあまり熱心ではない。通訳を呼ぶ、みたいな感じ

だったのですけど、子どもの様子を見ていると、子ども同士でやっぱり「手
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まね」やっているのですよね。それで通じ合っている。そういうのを見た時

には、ああやっぱり、今思うと、その環境、その小、中っておっしゃってい

ましたけども、もっと低くても良いのかなと思ったのですよね。で、幼稚園

ですとか保育園ですと手話を習うきっかけ、となるとすぐに思いつくのが手

話コーラス。でも手話コーラスってパフォ、パフォーマンスって私の個人的

な考えなのですけど、なんというか見栄というか、だんだん悪い言葉になっ

て。ちょっと私はあまり、コーラスだけ、コーラスも良いです、いいじゃな

く良いです、良いのですけれど、自然な生活の中での手話と接する。今ずっ

とお話聞いていた時に、母親学級とかで「手話講座あります」みたいななん

か貼ったりとか、発達支援センターにも「手話講座あります」とかっていう、

どこ見ても手話が目に付くような、で、自分の子ども、妊娠している。普通

に妊婦健診受けた、で実際に生まれた。耳が聞こえないというのがわかった、

親はショック、札幌ろう学校ですとかそっちの方に行ってしまう。結局は石

狩から離れてしまうのが現状ではないかなと思うのですね。でも石狩にいて、

石狩で「手話」というものがあるのだっていうのが、聞こえない、関係なく、

聞こえる生活をしている親の状態の時からそういうのがあれば、自然に役所

に行って、「うちの子ども、赤ちゃん、耳聞こえないのですけれど」ってい

う相談があって、石狩で育って、石狩で住み着いて、つく…手話違うな、…

ずっと住んでもらえる、というか暮らしてもらえるようになるのじゃないか

なーって今お話を聞きながらずっと。方法として何があるかなって考えた時

には実際、実情は皆札幌に行っちゃうなーとか、思ったのですよね。何が言

いたいのでしょうね。 

【荒木会長】  いや、でも、それが本当に特別支援教育の原点なのですよね。自分の生ま

れた地域で自分の望む教育を受けることができる、それが本当だと思います。 

その意味では石狩の手話条例のモデルで、今おっしゃっていたことが実現で

きると良いですよね。では願いをこめて、これから見直ししましょう! は

い、他いかがですか。あ、どうぞ。 

【杉本委員】  今のお話を聞いてやっぱり、手話を中心とした手話の普及を考えられる場

所、拠点というものが必要だと思います。何もないと福祉支援課だけではな

く、皆が見てわかるようなものがあると良いと思います。困った時にすぐに

来て、そこで手話を習う場所だったり、皆さんがそれが頭に入っていればす

ぐに集まれるような場所が大切だなと思っています。合わせてＮＰＯの認可

をいただいた、私たちの協会が認可をいただいたのでそういうものが良いな
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ぁと思っています。それが本当に大切だと思っています。ぜひお願いしたい

と思います。 

【荒木会長】  はい、どうぞ。 

【玉手委員】   私が考えたのは、条例ができることとそれから手話言語法、今目指して

いますけれども、手話言語法とかコミュニケーション法が確立して実現して

いくことって、両輪の車みたくやってかなきゃいけないことだと思っている

のですよね。で、鈴木さんがおっしゃったことっていうのは、条例のレベル

を超えていることなのかなって勝手に思う部分もあります。できることは何

かっていうと、なんて言うかな、手話っていうのは今は知っている人はたく

さんいる。でも自分の子、聞こえない子が生まれた時に「手話」っていう風

に結びつけるっていうのはなかなかないと思うんですよね。やっぱりそれは、

聞こえない子どがモデルとしてのろうの成人を見るとか、他のろう者を見て、

「ああ、自分もあのようになりたい。」という風に思うのと同じ様に、この

世界の中で聞こえない人、ろう者が生き生きと活動している場面を見て、「あ

あ、自分の子にも手話で大人になって欲しい」って思うのでないかっていう

風に思うのです。そういう意味では、石狩はろう者が中心に出前講座をやっ

ていたり、ただ、人数が少ないので、なかなかこう、目に付くことってか、

目に付くことは少ないけれど、ろう者が生き生きと石狩のまちで活動してい

るっていうところを見てもらう場、1 つには手話フェスタもそうですけれど

も、そういう場を、出前講座もそう、そういう場をやっぱり増やしながらす

るのが、遠いけれども近道なのかなっていう風に思っています。すみません、

私も何が言いたいか…わからないのですけれど。 

【荒木会長】  今、玉手委員の方から石狩の手話の基本条例、それから手話の言語法です

ね、その兼ね合いも出てきました。そろそろ時間ですので、ちょうどいいき

っかけですので、第 3 の論点の方に入りたいと思いますが、実際に今、手

話条例の見直しということで議論していますけども、見直しに当たって、こ

んな観点、こんなことで少し見直しした方がいいのじゃないのか、あるいは

いやこの通りでこのままで良いよっていうのか、あるいはこの点はもう少し

突っ込んだ方が良いのかな、そんな風にな改正の視点と言いますか、それに

ついてのご意見があれば、お伺いしたいと、そんな風に思います。いかがで

しょうか。全国で色々ね、色々な市町村ででていますが… 

【佐藤委員】  まだ条例の見直し。まだまだ、2 年半でしょう。まだ 2 年半なので早い

のではないでしょうか? 
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【荒木会長】  はい、今、佐藤委員から、そういうお話でもいいのですよね。 

【荒木会長】  そういうそれぞれの感想、「まだ早いのじゃないか? そのままで良いよ」

っていうようなことでもいいのです。 

【佐藤委員】  とりあえず、条例ができてからまだ 2 年半なので、気が早いと思います。 

石狩、鳥取から始めた。だから他の市では、石狩と鳥取を参考にしています。

だから石狩と鳥取の足りない部分を、新しく条例制定する時の参考にしてい

る。だから石狩市の方を見る前に、石狩市よりも後に作られた条例の状況を、

私は全部調べてみました。確かに石狩、鳥取を参考にしながら、無いものを

付け加えていえるところが多い。特にそうなのですけれども、条例のための

審議会を置いている。それは見ればわかると思う。石狩市の場合はどうなの

か。「仲間内」という感じがする。石狩市役所とろう協、社協、いわば仲間

だ。仲間以外の人も含める、例えば、校長先生も入れて、いろんな人を含め

てきちんとした審議会を作る必要がある。私は北海道の条例の検討委員会の

メンバーだからそういう意見を出しています。ここをちゃんとしたらいいと

思っています。 

 それと、髙田さんの講演の最後に、これはこれからの発展の基礎になると

思う、考えて欲しいという話が出たと思います。あの件はぜひ入れて欲しい

と思っている。突き詰めて言えば、高田さんの内容は条例があってもなくて

も必要なもの、これが条例のあるところとないところ、ちょっと困るなぁ、

大切なことになると思う。いつまでも鈴木さんが今のところにいるわけでは

ないでしょう。異動というのは市役所の宿命だから、誰が来ても困らないよ

うにそのために作るべきだと思います。私が心配なのは異動があるというこ

とと、田岡市長はあと 3 年ですよね。次は選挙に出ないですよね。しかも

鈴木さんはどこかに異動されるのではないでしょうか。新しい人が来た時に、

一からまたやらなければならないということであれば、行政の流れとしては

おかしいですよね。鈴木さんだからできる、というのではなくて、どなたが

異動してきてもできる、という状況を作らなければならない。そうあって欲

しいと思っています。以上です。 

【荒木会長】  はい、今、佐藤委員から、石狩が先駆的な役割を果たしているから、大事

にしていこうと、そういう意見でした。 

皆さんご存知だと思いますけれども、この条例の中で補則ってありますよね。

あ、附則ね。附則の中で、２で、「3 年を目途として、条例の施行の状況に

ついて検討を加え、その結果について必要な見直しを行う。」という条件が
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入っているのですね。項目がね。それに基づいて行っているということで、

もし、佐藤委員が言うように例えば別のメンバーで定期的に検討するという

のであれば、条項の中に改めて加えるとか、それも見直しの一つなのですよ

ね。そういう点も踏まえながら検討していく。 

 佐藤委員は、やっぱりその通りだけれども、新たなメンバーで定期的に検

討を加える必要があるというのであれば、そういうことを条項に加えたい、

という方向性もありますよね。とても、こういう意見も大事だという風に思

います。その他にいかがですか、ざっくばらんに「いや、こんなこと余計だ」

そんなことでも良いです。何でも良いです。ございませんか。 

【加藤委員】  そしたら、いいですか。 

【荒木会長】  はい、どうぞ。 

【加藤委員】  学校教育の現場ではですね、先ほどから意見出ていますけれども、学校に

よって格差が確かにあるのですね、取り組みに。それで、石狩市にはこの基

本条例っていうのがあって、さらに石狩市の市長さんが全国の条例を制定し

た市長会の会長になったというようなことも踏まえて、校長会として全ての

学校で、何時間、という限定はできないのですけれども、取り組んでないと

ころは取り組みましょう、という、本年 28 年度中、という風になりまして、

で、先ほどのご意見の中にあったのですけれども、校長先生方も 2 年か 3

年で異動します、転勤しますよね。ですから、ですけれども、こういうよう

な基盤、石狩市が手話に関する基本条例を定めていて、市長さんのそういう

役職もあるのだけれども、こういう市なのだということで、結構教育の現場

では続くのですよね。ポンと持ってきたものは続かないのですけれども、根

拠がある教育活動っていうのは続くので、未来は明るいと思うのですよね。

そして、なんて言うのだろうな、市民も含めて意識改革っていうのはすごく

難しくて、いろんなイベントをしても集まんないっていうのは、ぼくは今は

まだこれが、それこそまだ赤ちゃんのような状況ですよね。ですからこの赤

ちゃんを皆で育てていったらいつか成人しますので、10 年後、20 年後に

はね、もっと集まるし、それがイベントに集まらなくても、意識として皆が

「ちょっと手話やったことある」「私はできますよ」っていう人が増えてく

るのではないかな、ということで、僕は楽観的に結構みていますよね。 

 だから条例ができたから、一気に 2 倍になった、とかっていうものでは

ないのではないかな。じわじわと広がっていくのは教育の効果と、似ている

のではないかな、という風には思いますけどね。 
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【荒木会長】  はい、加藤委員の方からご意見ございました。 

我々、ただの意識改革というのはなかなか難しいですけれども、根拠があ

って、それに基づいた意識改革っていうものは、結構未来は明るいって、 

【加藤委員】  ええ、そうです。 

【荒木会長】  未来は明るいそうです。他に、何かございませんか。 

【生田委員】  では、はい。 

【荒木会長】  はい、どうぞ。 

【生田委員】  はい、生田です。 

この条例が制定される時の検討会で、まず最初に、２本柱、柱が２本ありま

すと。1 つは、手話が言語である、と。１つは、聞こえにくい人、聞こえな

い人が社会で、社会に参加していけるように、というところの２本の柱があ

ったと思うのですよね。で、僕はこの今の基本条例なのですけれども、皆さ

んのご意見を聞いて、確かに広がっているけれども、変化はもしかしたら鈍

いかもしれないということ、それから佐藤委員が言ったように、まだ 2 年

半で早いのじゃないかっていう、ことは、よくわかるのですけれども、この

２本の柱の中で、少し肉付けをしていくことによって、ちょっと弾みがつい

たり、あるいは手話言語法の制定の、ちょっと目的が違うかもしれないので

すけれども、手話言語法の制定の追い風にもなってもらえるのじゃないかっ

ていう期待もあるのですよね。ですので、「見直し」っていう事ではなくて、

「追加」とか、「肉付け」とか、そういった形で何かしらこう、取り組みの

意欲というか、そういったものを市の方から見せてもらえれば良いのかなっ

ていう風に思っています。 

【荒木会長】  生田委員、具体的に何かあります? ヒントみたいのは。例えば、という

ものがあれば。 

【生田委員】  例えば、先ほど申しましたように、手話が言語であるっていうことにもう

ちょっと一歩踏み込んだ、髙田先生の講演の中身だったり、もう 1 つは、

手話言語法の中に 5 つの権利があったと思うんのです。『手話を学ぶ』『手

話で学ぶ』『手話を使う』『手話を獲得する』『手話を守る』っていう 5 つの

権利あったと思うのですけれども、その中のやっぱり、聞こえる側とすれば、

『手話を使う権利』っていうのは、やっぱりもう早急に環境づくりの中では

やっていかなきゃいけない、と思うのですよね。なので、この条例の中にも

それに該当する部分は今あるのですけれども、これを一歩深めた形で『手話

を使うことができる環境づくり』、これが私たちの、市民の義務であり、行
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政の責務であるっていうことは明確にしといた方がいいんじゃないかなっ

ていう風に思っています。 

【佐藤委員】  はい。 

補足説明があります。2 年半の中で大きな変化というのは、石狩翔陽高校

で来年から手話語の授業が始まりますよね。それは全国的に関心が高いとい

うことですね。僕たちも思いつかなかった、考えていなかったことだと思い

ます。小学校、中学校、高校、大学ではとにかく手話の普及はするけれども、

手話の普及はして、その中に理論も実践も入れるというのは今までもやって

きたことですが、それはきちんと切り離して、「手話の技術」と「手話語」と

いう理論は別にするということ、ろうに関わる理論講座とはまったく切り離

して進めるというのは、今まで思いついたことがなかった。そういう意味で

は生田先生は先見の明があったと思います。これはひとつの驚きです。なの

で僕たちの身内でそういう発想がなかったのか、という反省もある。やっぱ

り身内だけで話してもダメなのだと思う。外部の意見も取り入れてやってい

かないと色々大きくなっていく教訓だと思います。 

【荒木会長】 大変含蓄のあるご意見でした。はい、どうぞ。 

【杉本委員】  今まで出前講座に講師として行っています。石狩手話条例が制定されて、

皆さん知っていますか?とその場で聞いてみても、意外と少ないです、知っ

ている方は。講座に 2、3 人ぐらい、という状況です。新聞にも載っていた、

テレビでも言っている、色々なものでアピールされているのに皆さん知らな

いのですよね。なぜなのでしょうか。条例が決まって、皆さん知っているべ

きだと思うし、講師が皆さん少しわかった?という意味でこれぐらいいたら

いいのになと思うのですが、知らない人が多いです。今石狩小学校に行って

いますが、先生に「条例を知っていますか?」と聞くと「知らない」と言い

ました。北広島からどうやら来たばかりの先生でまったく知らなかったよう

です。継続して「条例が作られているのですよ」という事をもっともっと知

らせていかなければいけない、どうしたら良いのかわからないですけれども、

それが必要だと思います。広報の表紙の上（みんなで手話）のところに載せ

てはいる。 

【佐藤委員】  そうは言いますが、皆でやってきたことは間違いではない、自信を持って

やっていったらいい。 

【杉本委員】  知らない人が半分ぐらいならいいのですけれど、知っている人が少ないの

だよね。 



 

28 

 

【町田委員】  すいません。 

【荒木会長】  はいどうぞ。 

【町田委員】  佐藤委員の先ほど出ていた意見で、「まだ 2 年半だよ」っていうのがあり

ましたけど、次どう進んでいくのでしょうかね。すごく不安になってきちゃ

って…不安と言うか… 

【佐藤委員】  いや、言い方というか、生田先生が言われたように、基本はそのままにし

ながら、一部を変える、追加、肉付けをしていく、それでいいのではないか

と思う。 

【町田委員】  はい、生田先生の言うことはわかったのだけれども、 

【佐藤委員】  言葉足らずだから、生田先生のでよい思う。 

【町田委員】  生田先生の言うのは、納得しています。 

【荒木会長】  肉付けするっていうかな、その辺ですけれど、膨らましていくっていう事

なのでしょうけれども。全国的にはどんどん手話に関する条例、言語法も含

めて、増えていますけれどね。みんなやっぱり石狩を手本にしていますよね。

後で良いとこ取りといいますか、付加していくっていうか。基本的なことに

ついては、大事にしながら、どこまで肉付けしたり、どの部分について若干

増やしたり、減らすことはないだろうけど、その辺のご意見何かございませ

んか。ちょっとこれ足りないから、これ増やした方がいいのではないかって

いう。 

【佐藤委員】  会長は第一回目の時に、小学校の取り組み報告をしましたよね。1 回目の

時に。その内容で、具体的に取り組んでいる自治体というのはまだほんの一

部です。それをそのまま進める。南の地区方にも増やしていく。今できる事

と言えば、南の地区にも増やしていくということじゃないかなと思います。 

【荒木会長】   石狩の中でも温度差があるっていうことですよね。全体的な中で底上げ

を図るということで。 

 個人的ですけど、これ施策の方針ってありますよね。施策の推進方針の策

定とありますよね。その中で、施策では１から４まで色々ありまして、結構

市の方で定めているという事もありますよね、結構抽象的っていう事もあり

ますよね。後に続くところについては、結構具体的に述べているっていうこ

ともありますよね。ですから、逆にこのままでいいのか、あるいは少し肉付

けをして、詳しくして条項をもう少し細分化したほうがいいのか、その辺も

少し課題かなという気がしています。 

 個人的には 10 年後を考える時、やっぱり今の幼稚園も含めて、保育園幼
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稚園も含めて、小学校中学校の子供たちが明るい未来に向かってやるために

は、そこで底上げを十分する教育を充実していくというか、それがやっぱり

長い目で見たら、石狩の条例の成果かなと思いますので、ある意味では、そ

の学校教育における理解っていうのは、条項もつけるかどうかは別にして、

そういう方向性もあるかな、とそんな風に思いますね。やっぱりいろんな意

味で、条例もありますけども、やっぱりこれから市を作っていく、道を作っ

ていくのは、やっぱり若い子どもたちですよね。そこをうんと教育すること

によって大きな方向転換になると思いますし、それからやっぱり聞こえない

方でも状況に迫れば、どんどん自分たちで進んでいきますしね、その両方の

面からやっていく必要があるかなと、個人的にはそんな風に思っています。 

はい、ちょうどもう 20 分に時間になってきましたけども、どうでしょう、

トータルな面で何か、全ていろんな面で含めて特に何かご意見があれば、自

由意見と言いますか。感想を踏まえて、2、3 お受けして、今日は閉じたい

と思いますけど、いかがでしょうか。言い足りない方、いらっしゃいません

か。はい、どうぞ。 

【松本委員】   いいでしょうか。 

先ほど皆さんが話していた中に、学校教育に関して、条例の条項をつけ 

たら良いという話があったと思ったのですが、つけた方がいいと思うのです

ね。なぜかというと、私のまた家族の話になっちゃうのですけれども、息子、

一番上、中三なのですけれども、先日、先週かな、学校で手話を学んできた

っていう風に、学校から家に帰ってきたのですね。えっと思って、私びっく

りして、出前講座行っているっていうことはないので、予定って言うか、ス

ケジュールにはなかったのでびっくりして、「何、手話を学んだの」ってい

う風に聞いたのですね、そうしたら、これ（リーフレット?）これを使った

らしいのですよ、先生が。で、社会の先生から教えてもらったみたいなので

すね。何か（リーフレットの）後ろに書いてあるみたいなのですけど、これ

を息子が学んだみたいなのです。で、「ちょっとやってみて」って言ったら、

「ぼくの、うまれた、日は、9 月、１２」っていう風に表したのです、手話

を。間違っていますよね。社会の先生が勝手にこう、生徒に教えてしまう、

間違った手話を教えてしまうっていう状況もあるのですね。だから、正しく

教えるっていう必要もあるので、だからやっぱりこの条例の、条例の項目の

中に、こういう教育の方法っていうのも盛り込んだ方がいいなあっていう風

に思います。で、テストもあったらしいのですね。うちの息子は 10 点満点
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の 9 点だったらしいです。私、正しく教えたのです。9 月はこう 9 月、１

２だよ、と正しく教えたのです。先生も「あ、僕間違ったなぁ」ってわかっ

たと思うのですけど、そんな状況もあるので、やっぱり正しく手話を教える

必要があるなと思います。 

【荒木会長】  手話を正しく教えるという。後１つ、お受けしますけど、特にございませ

んか。 

【玉手委員】  すいません、はい。 

【荒木会長】  はい、どうぞ。 

【玉手委員】  すごい話がずれると思うのですが、りんくるの視聴覚室に電光掲示板があ

るのですね。で、本来は「時間ですよ」とか、例えば「災害が起きました。

避難して下さい」っていう電光掲示板が流れるはずなのですけれども、あそ

こはずっと消えたままなのです。使われていないのです。例えば思い切って、

文字ではなくて、市役所とかでも電光掲示板を活用して、朝だったらおはよ

うという手話が流れるものを作ったいり、すいません条例とは関係ないので

すれども、手話で流して誰がみてもおはようという動作と語彙が一緒に出て、 

       触れることができればいいなと、今、電光掲示板が活用されていないという

ことを言いたかったのですが、もうちょっと進んで、手話の電光掲示板があ

ればいいなと思います。開発、研究。 

【荒木会長】   はい、残念ですが、今日はちょうど時間になりました。今日は３つの視

点で議論してきました。１つ目は、手話が言語であるという認識、みなさん

共通認識に立って進んでいったと思います。２つ目、聞こえない子どもの手

話に触れる機会について、ろう学校、病院関係、福祉関係の話がありました。

石狩にはろう学校はありませんが、ある意味では工夫の必要なことかもあい

れません。３つ目手話条例の見直しについては、まだ短期間だけれども、も

う少し肉付けをしたり、教育分野の配慮をする必要があるのではないかとい

う意見がありました。これ議事録というには、第４回目の時にはいただける

のでしょうか。 

【事務局鈴木】 そうですね。今日の議論は次回につながる部分ですので。 

【荒木会長】  次回４回目の時には、３回目の議事録をお手元にして、おさらいをして、

そこから次進めていきたいと思います。できれば観点的なものも押さえてい

ただければありがたいです。以上、今日３つの点から議論進めさせていただ

きました。事務局に戻します。 

【事務局鈴木】 何点かお話をさせていただきます。第１回目の議事録なのですけれども、 
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       会長の署名をいただいて確定という手続きになります。既に議事録を配付し

ております。来週、８月５日までに、修正等あればお願いいたします。ご連

絡をお願いします。 

        ２点目、次回の会議について、今日の議事録と論点整理したものをみなさ

んに配付しようと思っています。今日、条例の見直しにあたっての大きな視

点というものをお聞きしました。荒木会長の話にありましたように、施策の

推進方針というもので、実際は細かい部分を委ねて、２年間、この方針に沿

って進めてきたというところでございます。条例だけに絞ると議論が深まら

なかったりということがありますので、条例と施策の推進方針がセットにな

って、今後も進めていくということになりますので、今日、お話あったよう

に条例の見直しの視点、そして、こんなことをやったらいいのではないかと

いうこと、最後の玉手さんの話も手話という情報を色々な機会で見るという

ことでいくと、大切なことと聞いておりました。次回、条例と施策の推進方

針をご覧いただいて、議事録もみていただき、今日のようなフリーディスカ

ッションをしながら、次回４回目、その次５回目ですが、６回目に予定では

提言をいただくという形になっていますので、ある程度、どんな形で提言す

るかということで、まとめる方向で進んでいきます。次回議論を深め、５回

目で形にしていくということで進めていたいと思います。みなさんから、議

論をする上で、こういう情報が欲しいというものがありますか。 

【杉本委員】  北海道内の条例を制定した他の市の取組みとかの情報はないでしょうかね。 

       他の自治体の動きがわかるものはないだろうか。 

【佐藤委員】 ないと思うな。まだ、他の自治体は始まったばかり。 

【加藤委員】  石狩の福祉関係のろうあの統計、手話通訳の方の数、基本的なデータがあ

りまよね。手話関連の予算、そういうものを資料としていただきたい。 

【事務局鈴木】 はい。わかりました。手話に関する基本的な情報ということですね。 

【佐藤委員】  石狩の予算は、専任手話通訳者３人の給与も含めた予算ですか。それでは

わからないのです。 

【荒木会長】  出せる範囲の中でお願いします。 

【棟方委員】  予算については、取組みよってどのように予算が変化しているのか、その

推移がわかればいいですね。 

【事務局鈴木】 はい。わかりました。 

【荒木会長】  今日の検討会はこれをもって終了します。 
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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９月２８日  

 

石狩市手話に関する基本条例見直し検討会 
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