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第６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８月２０日（火）18：30～20：１５  

場 所：石狩市総合保健福祉センター3 階  301・302 会議室  

出席者 次のとおり 

                                  敬称略 

委  員 

役 職 氏 名 出 欠 役 職 氏 名 出 欠 

会長 鈴木 幸雄 ○ 委員 今野 邦彦 ○ 

委員 杉本 五郎 ○ 委員 古泉 利雄 ○ 

委員 佐藤 英治 ○ 委員 玉手 千晶 ○ 

委員 神  由紀 ○  委員 舘浦 睦美 ○ 

委員 小林 陽子 ○  

事
務
局 

所 属 氏 名 

石狩市保健福祉部長 沢田 茂明 

石狩市保健福祉部障がい支援課長 伊藤 英司 

石狩市保健福祉部障がい支援主査 鈴木 昌裕 

石狩市専任手話通訳者 町田 あゆみ 

石狩市専任手話通訳者 丸山 亜紀 

 

オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
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 １２名 

 

会議次第 

１ 提言書の内容について 

２ 提言書の提出 

３ 今後について 
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開 会 

【事務局鈴木】皆さん今晩は、時間になりましたので第 6 回石狩市手話に関する基本条例の

制定に係る検討会を始めます。それでは司会進行を会長お願いします。 

【鈴木会長】 はい、第 6 回石狩市手話に関する基本条例の制定に係る検討会を始めさせて

いただきます。おそらく今日で最終回になるのではないかなと思います。皆

さんよろしくお願いします。 

        まず今日の次第ですけども、1 点目、提言書の内容について。それから 2

点目、提言書の提出について。3点目、今後についてのこの 3 つの内容にな

っています。前半、提言書の内容について検討させていただいてその後提言

書の提出という事で、田岡市長が 7時半ぐらいに来られますので、直接提言

書を渡したいというふうに思います。逆算しますとそれまでにまとめなけれ

ばいけないという事になりますけれど、どうぞ皆さんご協力お願いします。

そして最後に今後について打ち合わせをさせていただいて終了したいと思い

ます。 

       それでは提言書の内容についてという事で、事務局から説明をお願いします。 

【事務局鈴木】それでは事務局から本日配布している資料について説明させていただきます。

資料 1が本日内容を検討していただく提言書案についてという事で、これに

つきましては、事前に各委員にお配りしているものと同じ内容になっており

ます。資料２がその提言書の内容を受けた当初の事務局の条例素案に対する

一部修正をしたものを見消しと言うものでわかり易く作っているものです。 

引き続きまして提言書の内容につきまして、1 番目は条例の内容の修正と

いう事で、前回第 5回の検討会の中で条例素案の前文について一部修正が必

要ではないかと言うご意見がありました。また、条例の本文第 1条の語句の

修正で、2か所について条例の修正という事で内容を記載しております。 

続きまして 2 番目。付帯意見についてですけども、(1)施策について、前

回いろいろな議論の提言をいただきました。施策について大きく３つにまと

めております。１つ目が「学校教育における総合的な学習を活用し、子ども

達がろう者と触れ合う体験的な学習を通じて、小学生や中学生がろう者や手

話の理解を深めるための機会を作っていくこと。」この言葉に関しましては、

皆さんの意見の中でも総合的な学習の時間を活用してという事と、ろう者と

直接触れ合う体験的な学習という事。手話だけではなくて、ろう者の理解と

いうものでご意見あったものを言葉にまとめています。 

続きましてイの記載ですけども、これは市だけではなくて協会・手話に関

するサークル等も条例の施行に伴って何かやっていかなければならないと言

うご意見がありましたけども、それは当然市と連携しながら、尚かつ、手話

に対する市民の理解を広めるためのイベント的なものを何かできないかとい
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う事と、それを継続的に取り組んでいく事が必要ではないかと言うご意見を

踏まえたものをまとめています。 

続きまして、これは石狩市職員研修ではなくて公的機関の職員も手話に関

する研修をしたらどうだろうかと言うご意見で、その中で具体的な機関とし

て消防署が挙がっていたと思いますが、事務局の考えも入っていますが地域

福祉の担い手という事で社会福祉協議会も例示として挙げられております。

また、地域福祉をサポートしている店、事業園に対してもろう者や手話を理

解する研修を行っていってほしいという言葉でまとめております。 

        以上３つが施策について皆さんの意見を総合的に事務局としてまとめてい

る案としています。 

        (2)要約筆記という事で、要約筆記のサービスについて本検討会における議

論を踏まえて、市が定める福祉に関する計画の中で位置付けして、福祉サー

ビスとしてしっかり確保されるようにしていくという事を記載しています。 

        以上が事務局として前回の検討会の皆さんの意見を踏まえて案として提示

しているものですので、これから皆さん意見等よろしくお願いします。 

【鈴木会長】 ありがとうございました。事務局から前回の検討会で出された内容を提言と

言う形でまとめていただきました。もう一度確認していきたいと思います。 

       まず、提言です。修正の点ですね、1 点目が条例の内容についてという事で

あります。この提言の案を見ていただきたいと思いますけれども、まず条例

素案たたき台として次のとおり修正すると、（1）（2）となっています。（1）

の部分では市の素案たたき台、前文第 2 段を次のとおり修正すると、「手話

は音声言語である日本語とは異なる言語であり、耳が聞こえない聞こえづら

いろう者が物事を考え会話をする時に使う言葉として育まれてきた」と修正

しますという事ですね。それから(2)市の素案たたき台第 1 条の語句を次の

とおりとする。「市民が手話を使用して」を「手話を使用する市民が」に修正

すると。条例の内容のここの部分を修正していきますという事であります。

この事に関してはよろしいですか？ 

それでは次、2点目ですね。付帯意見です。付帯意見に関しては、この検

討会では２つ、１つはこの施策について、そしてこの施策の部分に関しては、

３つの内容の付帯意見を付けるという事になっています。それともう１つは

要約筆記についてということになります。まず、付帯意見(1)の施策の部分で

す。これに関してはちょっと読ませていただきます。「条例の施行に伴って推

進する施策として次に掲げるものを実施する事を要望いたします」と、「ア 

学校教育における総合的な学習の時間などを活用し、子どもたちがろう者と

触れ合う体験的な学習を通じて、小学生や中学生がろう者や手話の理解を深
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めるための機会をつくっていくこと。」これが 1点目ですね。それから「イ 

石狩市、石狩聴力障害者協会、手話に関するサークル等が連携して、ろう者

や手話について市民の理解を広めるためのイベント等を実施することにより、

継続的な取組みを実施していくこと。」これが 2 点目。それから 3点目。「ウ 

石狩市役所職員だけでなく、公的機関等（消防署、社会福祉協議会等）の職

員や地域福祉をサポートしている民生委員児童委員に対しても、ろう者や手

話を理解するための研修を実施していくこと。」これが 3点目の施策という

事になります。 

この 3点ですけれども、前回検討していただいた内容を更にまとめていただ

いたという形になっているかと思います。この施策についてという 3点のまと

ですけれども付帯意見としてはよろしいですか？ 

それでは、付帯意見最後の部分です。要約筆記についてという事になります。

「聴覚障がい者に対する要約筆記のサービスについては本件検討会における議

論を踏まえ、市が定める福祉に関する計画の中で位置づけをし、福祉サービス

としてしっかり確保されるようにしていくこと事」という事になっています。

これに関してはこれまで議論してきた内容をまとめた事になります。よろしい

ですか？ 

今日、市長に提言させていただく手話に関する提言なんですけれども、内容

はこんな感じですがよろしいですか？ 

【小林委員】いいですか？前文の中で障害者権利条約から始まる分がありますよね。「言 

語として位置付けられた手話を市民が使いやすいような環境」というその 

「ような」というのはいらないと思います。「使いやすい環境」にしていく方 

がいいと思います。 

【鈴木会長】言葉の使い方ですよね。「市民が使いやすいような環境にしていく事は」とい 

う表現ですけども。それを「ような」を取って「市民が使いやすい環境にして 

いく事」というふうにしたほうがハッキリしていて伝えやすいのではないかと 

いう事でしょ？ 

【鈴木会長】「ような」を取ったほうがいいのではないかというご意見です。 

【杉本委員】良いと思います。はっきりしてわかり易いと思います。 

【舘浦委員】意見を聞いて無い方がいいような。はっきりして良いかなと感じました。 

【鈴木会長】「ような」を取った方が良いという意見が大多数ですか？ 

【今野委員】最近ぼかす言葉が流行っていますけれども、ここはぼかす必要が無いので「よ

うな」取っても良いと思います。 
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【鈴木会長】わかりました。では取りましょうか。 

      「市民が使いやすい環境にしていく」と言う言葉ですね。そのように修正して

いく事という事ですね。他にございませんか？ 

       提言書の内容をもう一度確認して修正するところが無いという事であればこ

れでご承認をいただいたということでよろしいですか？ 

       それではこちらの提言書の確認をしていただきました。では時間があります

ので、資料 2。手話に関する基本条例の素案ですけども、こちらの方を再度

読み上げて確認したいと思います。 

        

－鈴木会長 読み上げ中－ 

        

以上が基本条例の前文となります。このような内容ですけどもよろしいです

か？では、提言書それから条例素案いずれもご理解いただけたと。よろしい

ですか？ 

【佐藤委員】前文のところで障害者基本法これでいいですか？これ使ってもいいですか？ 

改正をつけなくてもいいですか？ 

【事務局伊藤】ここは法律名ですので、あくまでも法律名としての障害者基本法という記載

です。 

【佐藤委員】私は名前どおりにしてほしい。改正と付いてないのですか？ 

【事務局伊藤】法律の改正があった場合に、改正をした事を強調する場合はあえて改正とい

う文字を法律の前に付けたりする事がありますが、この条例の前文について

はあくまでも法律名を記載するという事で考えていますので、改正という言

葉はここには付けておりません。 

【佐藤委員】確認したのですか？ 

【事務局伊藤】ここは市役所の中の法律を担当しているセクションにも確認しまして記載を

させていただきました。 

【佐藤委員】何回も文書がきていますが、「改正」とついたままの文書がきています。だから

おかしいなと思ったのですが最後として念を押した方が良いと思いまして。 

【事務局伊藤】わかりました。改めて明日以降市役所の法律担当のセクションに確認させて

いただいて付けるべきなのか付けないで良いのかという所は確認させていた

だきたいと思います。 

【佐藤委員】 私は六法全書を見ていないですが、そこに書いてあるとおりなら問題ないと

思いますから確認したほうが良いと思います。 

【事務局伊藤】わかりました。 

【鈴木会長】 法律を表現する時にいわゆる基本法の法律名ですか？その部分、特に条例と

かの中には基本法の名称で表現するというふうに学習してきました。これで
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おそらく間違えが無いと思いますけどももう一度確認していただいて、もし

改正という名称が必要という事であれば改正という正式な言葉を入れて訂正

していただくという事でよろしいですか？ 

【佐藤委員】 一般的に言うと法律名の頭の所に改正が付いているのは見た事無い。       

だからこれで間違えは無いと思いますけれども、私の所に送られた文書はほ

とんど「改正」が付いている。ですから、初めの頃この案で書いて仲間の意

見を求めたら「改正だよ。あれ、おかしいな」と思っていたのです。ですか

ら自信が無いので確認したほうが良いかなと思いました。 

【鈴木会長】 他にありませんか？ 

       手話に関する基本条例の素案、ご審議いただいたという事でよろしいです

か？はい。有難うございました。 

       それでは次第の 3 番、今後についてという事で事務局からご説明お願いしま

す。 

【事務局伊藤】はい。では、私から今後のスケジュールについて説明させていただきます。

本日この後、会長から市長に手渡される提言書を受けまして、9 月 2日から

10 月 1 日まで条例の素案をパブリックコメントにかける事になります。そ

して、10 月 1 日締め切った以降に、皆さんのご都合がよろしければ事務局

の案としては10月8日火曜日に第7回目の検討会を開催させていただきま

して、パブリックコメントの結果、すなわち原案に対する意見の内容につい

て報告をして参りたいというふうに考えております。その後 10 月下旬を目

途にパブリックコメントの原案に対する意見の検討結果を公表させていただ

きまして 11月下旬に開催させる予定の平成 25年第 4回石狩市定例市議会

へこの条例案を提案していく予定としております。 

【佐藤委員】11月のいつごろですか？ 

【事務局伊藤】11月の下旬、30日くらいに開会するという事で聞いてはおりますがあくま

でも予定ですので、11月の下旬という事でご承知いただければと思います。

また、条例素案の第 5 条の中に規定をされております施策の推進方針の策定

についてでありますけれども、これにつきましては、検討会とは別の場で改

めて石狩市聴力障害者協会をはじめとする関係団体の皆さんからのご意見を

いただきまして、策定をして参りたいというふうに考えておりますのでよろ

しくお願いしたいと思います。今現在事務局で今後のスケジュールとして考

えておりますのが以上であります。 

【鈴木会長】ありがとうございました。10 月 8日に次回の検討会を、特にパブリックコメ 

ントですよね？それに対して検討会メンバーに揃っていただいて説明でいい 

ですよね？ 

【事務局伊藤】今回のこの検討会につきましては、提言をいただくという事でお願いしてい
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ますけれども、7 回目についてパブリックコメントの結果をお伝えさせてい

ただいて、このような内容で意見がきていますという事の報告をさせていた

だきたいと思います。 

【鈴木会長】 パブリックコメントの報告をいただく場を設けたいという事ですね。それが

10 月 8 日を予定しているという事であります。その後、議会が開かれると

いう事でありますね。これからの予定はそのようになっていますという事で

あります。 

【佐藤委員】 質問なのですが。１つはパブリックコメントを出された時に役所の立場では

１つ１つ回答するのですか？もうひとつ、市議会の関係ですけれども委員会

に出す、あるいは本会議を出す、委員会を通してから本会議に出すという事

ですか？ 

【事務局伊藤】佐藤委員からのご質問にお答えさせていただきます。まずパブリックコメン

トにつきましては、１つ１つ出された意見に対しまして、市としてそれを採

用するのか、不採用とするのかそれ以外にも既に法律の条例の中に含まれて

いるのかなども判断をさせていただいた中で、１つ１つ回答をさせていただ

く事になります。 

        次に、議会の部分でありますが市議会に提案を市としてさせていただきま

すと、本会議の中で提案された条例をどのように審議するかという事を話し

合いする事になるのですが、一般的な形としては専門の委員会、福祉の関係

で言いますと厚生常任委員会というのがございますので、この常任委員会の

中で議論をされまして、その中の議論がまた再度本会議に報告されて最終的

にそれを可決するか否決するかを問うという形になっていくところでありま

す。 

【鈴木会長】 はい。他にありませんか？ 

【杉本委員】 パブリックコメントについて聞きます。それは意見が全然無かったらどうな

るのでしょうか？そういう事がないのでしょうか？ 

【事務局伊藤】パブリックコメントをかけた時に全く意見が出ないという事も過去にはあり

ます。その場合には出した原案がそのまま可決という形で採用となります。 

【杉本委員】わかりました。施行されるのは平成 26 年 4月 1 日からスタートですか？待 

ち遠しいですね。それって普通の期間ですか？ 

【事務局伊藤】11 月から 12 月の議会で可決しましてその後 4月 1日から施行される。周

知の期間が 3 か月ほどあるという考え方になりますけれども、これについて

は手話の条例というものが市民の方々にすぐに受け入れていただくかという

のは、全国で初めてに近い条例なので一定の周知期間が必要というふうに考

えてありまして、3 か月ほどの期間があると一定程度周知ができるのではな

いかというふうに考えて、4 月 1日と設定をしました。条例によっては成立
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と同時に施行というものもありますし、一定の期間施行までの期間を置くと

いう事もありますので、それは条例の中身次第という事になりますが、今回

は周知期間が必要という考え方からこのように3か月置いたという形になり

ます。 

        それと、この 3か月間で是非私共としましては、手話の条例が来年の 4月

から施行されるという事を市民の方々に対しまして市の広報ですとかいろい

ろな行事を通じてお知らせをできればなと思っていますので、決して 4月ま

で何もしないという事ではありませんので是非その部分もお楽しみにしてい

ただければと思います。 

【鈴木会長】 はい。あと何かありませんか？ 

       それでは、基本条例の素案ですけども内容はこれでよろしいでしょうか？内

容はこれで良いよという事であればここにサインさせていただいて市長にお

渡しするという事になります。いいですか？ 

【杉本委員】  意見が無い場合もあると聞きました。パブリックコメントが前には無かった

時があったとのお話でしたね。いらないかどうかというのは聞いていない。

パブコメが無い、そういう時には 7回目の検討会をするかしないかというの

を聞いていませんでした。 

【事務局沢田】きっとあります。 

【佐藤委員】 パブリックコメントの対象は全国ですか？ 

【事務局鈴木】市内にあいぼーどという掲示板があるのですけども、そこに紙の状態で公表

するのと併せて石狩市のホームページにも意見募集という事で公開します。 

【杉本委員】 石狩だけだと思いました。全国からいろいろ出てきますね。 

【佐藤委員】 鳥取県のパブリックコメントもあるから無いというのは考えられないね。多

いというのは考えられるけれど。「頑張ってください」とうのは多いのではな

いですか？ 

【杉本委員】 11 月の末に市議会、本会議に意見が出されると思いますけれど否決なのか

可決なのか、たぶん想像ではほぼ可決されるのではと思います。市長もわか

っていますね。市議会委員の方も新年交礼会などに参加していただいて表現

をしていただいたりしていろいろ理解を深まってきていて、たぶん可決でき

るかもしれません。もし否決だったらほんとにおかしくなります。是非可決

していただきたいと思います。もし否決の場合はどんどん延びるという事で

すね。どうなのかなと思うのですが。 

       滋賀県甲賀市では、2５５７名の署名をもらって手話言語法についての意見

を提出するための請願しましたけれども、採決されなかったたそうです。あ

れはいきなり出したから皆さんの理解がなかったのかと思います。前からわ

かっていれば大丈夫かなと思います。 
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【事務局沢田】議会では一度提案して否決されると差し戻しというわけではないですけれど、

全く議案が消えてしまいますので、条例が否決した場合もう一度議案として

議会にかけなければならないというルールがあります。通常、田岡市長の時

代に条例が否決さるという事が私の記憶にはありません。以上です。 

【佐藤委員】 私は大丈夫だろうと思っている。札幌市議会の条例は修正が多い。こことは

違います。 

【小林委員】 パブリックコメントで、もし採用される意見が出されたときは改めて検討会

を開いて検討するという事になるのでしょうか？ 

【事務局鈴木】一応検討会は今日、修正を含めてこういう内容がいいのではないかと提案し

ていただいて、次回パブリックコメントでこういう意見が出されていますと

いう時にどこまで修正を含め皆さんにお答えとか情報提供できるのかなとい

う部分はあるのですけれども、まずはこれだけ色々議論をしていただいて一

つの素案としてできているので、最大限皆さんの意見を形として残したいと

いう事務局の考えなのですけども、ただ、事務局が想定していないような質

問にたいしてどうしても修正をしなきゃいけないような状況が出来ているの

であれば、次回検討会を開いた時になんらかの形で皆さんにお伝えをできれ

ばなと思いますけれども、検討会は検討会として一方ではやはり市民に対し

てのパブリックコメントというものを市としては大切にしなければいけない、

そこは状況によって、みなさんに報告したいと思います。 

【小林委員】 今作った案に対しては、これからパブリックコメントを出していろいろ意見

をいただきますよね。もし、修正があった時は改めてまたパブリックコメン

トをこうするとかというのは無いですか？ 

【事務局鈴木】役割としましては検討会にどうするか、パブリックコメントについて修正す

るかどうかという事をおはかりするという事ではなくて、市としてどうする

のか判断を任されるという事を考えているのですけれども、そこで繰り返し

言うように、仮に修正するとしても検討会で議論をしっかり事務局として抑

えた上で修正するかどうかというのを最終的な判断を委ねていただきたいと

思います。 

それではこれまで 6 回にわたる検討会による議論をしていただきまして、

先ほど全員の合意による提言という事でまとまりましたのでこれから鈴木会

長から田岡市長の方に提言書という事で提言をお願いしたいと思います。ど

うぞよろしくお願い致します。 

【鈴木会長】石狩市長田岡克介様、石狩市手話に関する基本条例の制定に係る検討会会長鈴

木幸雄。石狩市手話に関する基本条例に係る提言。平成 25年 5月 16日付、

石障支第 127 号で提言依頼のありました協議の件について検討会の議論を

ふまえ下記のとおり提言します。 
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      － 会長が提言書の内容を読み上げ、提言書を田岡市長に手渡す － 

 

【田岡市長】 本当に、今日も遅くまで、あまり月日の無い中で精力的に検討していただき

まして本当にありがとうございます。この条例をつくる背景といったら何が

あるんですかと、この前単純に問われました。おそらく市長の個人的な何か

体験があるのではないでしょうかという話をその時言われたのですが、実は

私は八幡の方で生まれた時に、私の小学校時代にやはり耳の聞こえない、当

時はろうあ者というのですかね？そういう事で私は小学校の時に、4・5０代

の年齢の方だったと思います。社会の中で沢山の今では想像もつかないほど、

差別とういうものがごく当たり前にいろんな形でありました。例えば外国人

であるとか、強制的に日本に連れて来られた人も含めてそういう人がそばに

いたり、あるいはお金を持つ人と持たない人。例えば端的に言うと戦後満州、

サハリンから引き揚げて来た人達が私達の同級生に沢山いました。その社会

の中で、いろんな人たちの評価や見方が今と違っていました。その中で特に

ろう者である女性の方に対しては、差別と言うには非常に今考えると、厳し

い仕打ちを与えていたと。その時は何も思いません。どれだけ女性の方は辛

かったかなという事を時々思い出します。と言うのは、その人の弟は実は私

より１級、２級年上で、弟にあたる私の先輩は普通の家庭のうちの男の子。

そのお姉さんは一人で住んでいました。消防の番屋のような所でした。それ

からどうやって食事をとっていたかよくわかりません。その事自体が特別問

題だと捉える余裕が無い戦後の厳しい時代ですからいろんな事があり、それ

が私の頭の中に深く残っていたのは間違いないです。市長になりましてから、

時々そういった事を見たり考えたり過去の経験をものに書いたりしているう

ちに、特に皆さんとご一緒する時間が非常に多くなりました。杉本会長は素

晴らしい方ですから自分のものの考え方もありましたし、一番私はかつて体

験したようにそこに入っていく怖さを感じませんでした。むしろお話しする

事が楽しい時間に変わっていきました。おそらく多くの職員も始めは戸惑い

で気持ちの中ではあってもそれを表現して、皆さんと親しく会話をするとい

う事については戸惑いを感じるというか、専門的な知識を必要とするという

事で非常に距離感がありました。その中で私共は非常に近い関係を持たせて

いただきました。いろんなお付き合いの中でやはり自分のせっかく勉強して

きた、そして、体験してきた事をなんとか具体的に条例に作っていきたいな

という思いを個人的に思いました。ただし、市長ですからあまりそういう体

験を元に個人的な思いだけでできるものではありませんので、きっかけを作

らせていただいて皆さんのいろんなご意見をいただいて、ところが私の所に
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職員が来るのは、実に自信の無い会話ばかりでした。それから当初私が予想

した通り、福祉の分配論から入るのではないかなと思ったのですが、福祉的

支援を前提にした条例ではない。あたりまえの事を当たり前に作るという事

は、どれだけ難しい条例を作る事が難しいか経験したほうが良いのではない

かなと思いました。あえて職員には具体性を欠く指示をしていました。ただ

一言私は自分がそうだったように、１回東京に行った方があなた達は非常に

楽になりますと、全日本ろうあ連盟の皆さんとお話をするとおそらく問題点

や様々な課題とか自分が疑問としている問題を相当近づく事ができるのでは

ないかと、職員に言いました。早く東京に行って厚労省に行って、自分たち

の体力を養うと非常に楽になると、帰ってきたら楽になって帰りましたと職

員の顔つきが変わって帰ってきました。やはり自分たちがさ迷っている所と

ようやく、市長が言っている所が合ってきたと感じたら素晴らしいではない

かという事で。ただ、皆さんの意見にあるように、言葉使い方 1つで意味が

全く違うものになる。「市民が手話を使用して」と、「手話を使用する市民が」

では、これは全く人を指すことになるわけです。これは審議会の教えを受け、

基本的には原案を尊重するのは当然でありますが、提案者であります私もそ

れから議決権を持っております市議会に置いても再度議論がなされるわけで

す。場合によっては、私は本当に望ましいと思いますが、市議会が公聴会を

開いてほしいと思います。例えばこの条例に関わった人がどういう思いで作

ってあるという事を本当は市議会の中で市長が提案するのではなくて、そう

いう公聴会を作ってほしいという事を市議会にお願いしたいと思います。そ

のほうがより一層近くなると思います。 

        それともう一つ、この前のふれあい広場の時に、市の市議会議員が自己紹

介を手話でやりました。どなたか気を使った方がいて「皆自分の名前くらい

は手話で言おう」と。でもその距離が確実に理解となって近づいているとい

う事がそういう道を辿りながらこれが条例に大きな役割をすると思っていま

す。この条例はまた、生きるも死ぬもこれは市がやる話ではなくて、市民も

学校に行った子ども達も先生方も全部の石狩市民がこの条例に参加してもら

わないと、真に紙になってしまうという心配があります。 

        市が何もやらない、市長が何もやらないというのは一番やさしい責め口で

す。ただ、そこを責めていく事が片付く問題ではなくて、文化を作るという

事に文化に参加するという事は利益に参加するという事ではなくて、自分が

そこに生きている証に参加するという事で、この条例はそういう意味では非

常に社会性の強い条例だと思っています。うまく表現できませんが、担当職

員から持たせられたこんな厚い本を２回読んでも３回読んでもその時はわか

るのですがすぐに忘れてしまいます。でも、その思いは本を読んだり毎週木
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曜くらいに NHK のテレビで『ろう者の時間』という 30 分番組を観ている

と、言葉を保障するというそういう表現を使うのかとテレビを見て思いまし

た。その保障する事がこれである事は間違いないですが、保障はしないんで

すよね。これをどう使うかによって保障されるのであって、条例を作ったか

ら保障されるものではありません。これをやらないと罰則規定があるわけで

は無いですから、だから文化なのです。そういう意味では2度目の経験です。

1 回目は石狩の自然保護条例を作った時にまだ役場に入ったばかりの担当者

でした。石狩の町がまだ 7・8 千人の人口でした。その時に自然を守ろうと

言ったら、何を守るのだ？守るべきものはどこに行ってもあるだろう。と、

言った時に私は自然というのはしっかり人間が意識して守っていかないと近

代文明において 50 年、100 年の単位であっという間に自然は滅びると思っ

て、その時に非常にその考えに理解してくれた上司に巡り合えて、石狩で初

めての自然保護条例を作ってその結果、灯台の向こうが残ったという仕事を

させていただきました。その時も浜に行ったらハマナスがあるじゃないか、

何のために自然保護なんているんだ？と言った後、同じく今回の場合も社会

保障制度さえしっかりしていたら条例なんて作る事無いという事ではなくて、

言語と言うのは新しい文化を作るきっかけになると思っています。この提案

を私にも深い責任を強く感じながらこれからも皆さんと共に取り組んでまい

りたいと思っております。 

ここまで仕上げていただきました、鈴木会長はじめとする委員の皆さん、

それから毎度毎度傍聴に来ていただきました皆様方にも本当に厚く感謝を申

し上げたいと思います。 

私はこれをもってまた、東京に呼ばれております。全日本ろうあ連盟の大

会でこの条例の成立の過程と今後の見通しを使って、市が一体どういう道を

歩むのかという事についてお話をしていただきたいという事で来月か再来月

か行く事になっています。 

また、石狩発、文化条例が出てくるのではないかと思います。全国にも少し

は知られるようになってくれればと思います。そういう事がまた、より多く

の理解者とそれからある種の達成感に参加するという市民の方も増えてくる

のではないかという期待をしていまして、本当に感謝を申し上げます。あり

がとうございます。 

【佐藤委員】全国ろうあ者大会の意味ですか？長野ですか？ 

【田岡市長】どこでやるかはわからないです。 

【事務局伊藤】11 月 22 日に東京で開催されます手話言語法フォーラム。 

【佐藤委員】 11 月 22 日の言語フォーラム。 

【田岡市長】それは私も参加させていただきます。 
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どうですか？こういう難しい入口がたくさんある条例を作ってどんな感想です

かね？直接、全国に行ってこんな話がありましたよと。当然会議録を見させて

いただきますけども。どうですかね？ 

【佐藤委員】国のレベルで 1 日も早く手話言語法という法律が成立してほしい。なかなか時

間がかかるそうで、そういう意味で、石狩市が全国に先駆けてそういう事を始

めたという事は他の県や市に対して影響が大きいと思っています。札幌はまだ

わからないです。9 月 19 日に市議会がはじまります。そこである議員が取り

上げる準備を行っています。それでも全国的な影響がある。それを積み重ねれ

ば国を動かせる制度になると思っています。そういう事と、2 つ目。感じた事

を正直言いまして、条例と言う発想はありませんでした。国の法律を作るとい

う事に集中していたので条例を作る発想は無かったので最初の頃は驚きました。

仲間の中でいろんな議論を積み重ねていく中で市長さんの想いがやっとわかっ

たのは最近です。初めから全員が一致して入口に入ったわけではないです。1

回 2 回 3 回積み重ねた中でやっとわかった。そういう意味では感謝しておりま

す。 

【田岡市長】条例としては非常にわかりづらいというのか、何かをするとか、やるとか、お

金をつくるとか、してはいけないとか、皆でこういう事に気を付けようねとい

う事について条例は作り易いのですけれど、前文を主体として後ろの文書につ

いてはあまり制約をつけないというスタイルの条例というのは珍しいと思いま

す。 

私は、前文は理想を書くべきだ。本文は現実を見よという思いで、理想を書

かないで条例を作ると何を目指してという目的が見えてこないという意味では

だいたい前文ができるとほとんど、次条以下の文書については時代の中で当然

変わっていくと思いますので、私も含めて職員がおそらく顔つきが変わったの

が皆さんわかってきたのではないでしょうか？ある日から自信を持った言葉に

なってきたと思います。ようやく 5回目、6回目になってきて出来高というの

か、この条例の具体的なイメージが湧いてきたと思うので言葉１つ１つを非常

に噛み砕いた説明ができるようになってきたので、良い条例に仕上がってきた

なという感じはしておりました。陰で条例の法律の専門家の職員も手伝ってく

れたり、これから実質的に現場において、具体的な政策として展開する教育委

員会の皆様達もこうやってずっと参加してくれていますし、これらインターネ

ットを通して私はまだ今週ブログ書いていませんが、おそらく明日か明後日ブ

ログにほとんどこの事を書く事になると思いますので、言いようのないうれし

さを今感じております。 

【鈴木会長】今市長がおっしゃった職員の顔つきが変わってきましたよ、という時期は第 4

回目くらいからかな？という感じがします。原案を含めてですが、沿った形で
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進行というかそれがスムーズにできた。そして、大変僕たちも助かったと思っ

ております。ありがとうございます。 

委員の皆さん、長時間でしたけどもご協力ご支援いただきました。ありがとう

ございました。感謝させていただきます。本当にありがとうございました。 

【杉本会長】最近北海道の各ろうあ協会から聞かれるのですが、条例の取り組みをやってい

る、いいな。と、やはり言われます。市長が動いたので私が動いた。市長が動

かなかったら私達は動かなかった。それでスムーズに進んだわけで私は何もし

ていないです。本当にありがとうと思っています。委員会の皆さん、市長、市

民にこれが広がっていけるのではないかと思っています。役所というのは上の

方が動かないと市民に広がっていかないと思います。私は石狩が大好きです。

そういった街になるのを誇りに思っています。 

【田岡市長】職員に何か講習されると聞きました？ 

【杉本会長】はい、あります。 

【事務局鈴木】9 月 5日です。研修、初めてやります。 

【田岡市長】それから副市長のほうにはデフリンピックの勉強を少しやってほしいという話

をいたしました。そうしたら副市長は、デフリンピックとは何ですか？という

話になって、デフリンピックというのは IOC が認めるパラリンピックとまさに

オリンピックと３つがオリンピックなんだという話で、世界の名だたる北海道

で言えば札幌市のような街でないとそういう開催は現実的に無理ですが、じゃ

ぁ、うちでデフリンピックについてではなくて、スポーツによる健康。それと

一般市民と交わると考えると、スポーツというのは非常に大切だというふうに

社会に引っ張り出す政策的な意味でも。ところが聞いてみれば石狩はソフトボ

ールの街ですが、ろう者のソフトボールの全国大会が毎年開かれています。当

然ルールも違ってきますし、ソフトボールならうちは得意だよねという事で、

今ソフトボール協会のほうでも来年できるか、どうかどういう順番になってい

るかも含めて開くというふうにやはり具体的な施策が各部署から「市長、こう

いうのがあるけど」というのが挙がってきていますので、審議会をなくさない

で、継続的に審議していていったら良いと思います。先生方は大変でしょうけ

ど。 

それと、要約筆記の件については非常にご苦労があったと聞いております。だ

いたいご理解していけたと思いますが、是非どういう表現のしかたが具体的に

ありますか？その、障害者基本条例の中に入れると。 

【事務局鈴木】今回の提言でもいただきましたが、いわゆる障害者の福祉計画というものが

ありますので、その中でしっかりやっていくという事を盛り込むべきだと。 

【田岡市長】 話がつきませんので。ありがとうございました。 

           



- 15 - 

 

－   市長退席 ― 

【事務局沢田】市長が突然、公聴会の提案をして我々も戸惑っていました。議会が議決をす

る参考にするために市民とか関係者の方から意見を聞く機会を設けてはいか

がですかと市長がおっしゃりました。これは決まったわけではありません。 

【佐藤委員】市議会の中でやるということですか？突然言われてびっくりしたのですよね。

11 月に呼ばれている話も聞いていますか？ 

【事務局伊藤】はい、11 月 22日に東京で、はい、聞いております。 

【佐藤委員 】またそれもびっくりしました。 

【事務局伊藤】11 月 22 日に東京の秋葉原で開催をされます手話言語法フォーラム、こち

らに市長がシンポジウムというかパネリストに呼ばれていたというお話だっ

たと思いますけれども。 

【佐藤委員】びっくりしました。 

【事務局伊藤】情報といたしまして、全日本ろうあ連盟から是非、同じような手話言語法フ

ォーラム in 石狩というものを実施したいという事で、今現在打診をとりまし

て、開催時期は今はっきりしていないところがありますが来年年明けてから

の開催、冬の 2月になるのか春になってからになるのか議論があるところで

すがそう言ったものを開催していくという事も聞いております。 

【佐藤委員】石狩で開催ですか？ 

【事務局伊藤】石狩で開催されます。 

【事務局伊藤】先ほど私から今後のスケジュールの話をさせていただきましたが、次回は 10

月 8 日という事で、事務局で予定していると説明させていただきましたが、

それでよろしいでしょうか？ 

【事務局伊藤】では、10 月 8 日火曜日という事で実施していきたいと思います。また改め

て開催の案内をさせていただきたいと思います。それでは以上を持ちまして

第 6 回目の手話条例の検討会を終了したいと思います。大変ありがとうござ

いました。お疲れ様です。 

閉 会 
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