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「（仮称）札幌市障がい特性に応じたコミュニケーション手段

の利用の促進に関する条例（素案）」に対する 

市民意見の概要と札幌市の考え方

「（仮称）札幌市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に

関する条例（素案）」についていただいたご意見の概要と、それに対する札幌市

の考え方は本資料のとおりです。 

なお、お寄せいただいたご意見は、その趣旨を損なわない程度に取りまと

め、要約して示しておりますことをご了承ください。 

・～・～・～・～･～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～ 

１ 意見募集実施の概要                      

（１） 意見募集期間 

    平成29年6月28日（水曜日）から平成29年7月28日（金曜日）まで

の30日間 

（２） 意見提出方法 

    郵送、ファクス、電子メール、持参 

（３） 配布資料 

    （仮称）札幌市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促

進に関する条例（素案） 
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（４） 資料の配布場所 

    ・札幌市役所本庁舎（札幌市中央区北1条西2丁目） 

     ３階 障がい福祉課、２階 市政刊行物コーナー 

    ・各区役所 総務企画課広聴係 

    ・各まちづくりセンター 

    ・札幌市視聴覚障がい者情報センター（札幌市中央区大通西１９丁目１） 

    ・札幌市身体障害者福祉センター（札幌市西区二十四軒２条６丁目） 

    ・札幌市公式ホームページ 

２ 提出者数・意見件数の内訳                   

（１） 提出者数：147人 

（２） 意見件数：234件 

（３） 年代別内訳 

年代 
20歳 

代 

30歳 

代 

40歳 

代 

50歳 

代 

60歳 

代 

70歳 

代 

80歳

以上 
不明 合計 

人数 4 10 20 35 22 9 4 43 147 

件数 7 21 33 70 38 11 4 50 234 

（４） 提出方法内訳 

提出方法 郵送 ファクス 電子メ ール 持参 その他 合計 

提出者数 47 32 44 24 0 147 

 ※点字によるもの＝13件  
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件数 構成比

33 14.1%

4 1.7%

87 37.2%

1 0.4%

6 2.6%

25 10.7%

0 0.0%

6 2.6%

7 3.0%

5 2.1%

36 15.4%

8 3.4%

21 9.0%

7 3.0%

1 0.4%

0 0.0%

79 33.8%

31 13.2%

234 100.0%

分類

合計

合理的配慮とは？

５　施策の実施

（１）理解促進

（２）利用促進

（３）施策の推進

６　財政上の措置

資料における用語の定義

１　条例制定の背景

障がい特性に応じたコミュニケーション手段とは？

２　条例の目的

３　条例の基本理念

４　市の責務、市民・事業者の役割

素案全般に関するもの

条例の名称に関するもの

素案の内容に関するもの

７　条例の施行時期

手話の条例に関するもの

その他

３ 意見内訳（素案の構成等に沿って分類）            
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４ 市民意見の概要と札幌市の考え                

（１）素案全般に関するもの 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

札幌市の提案に賛成します。 

（類似意見 ほか９件）

（原案賛成意見） 

わかりやすくできているので、これで

よいと思います。 

一般市民として、とても良い条例だと

思います。議会で承認されることを願っ

ています。 

「コミュニケーションの促進」という

範囲において、素案は悪くないと思いま

す。 

この条例は、障がいのある方のコミュ

ニケーションや情報取得上の困難を解消

するために、必要だと思います。 

全ての市民が、障がいの有無にかかわ

らず、等しく情報を取得し、互いに意思

や感情を伝えあい、心豊かに暮らすため

に、今回の条例の制定に取り組まれるこ

とに賛同します。 

条例はすっきりまとまっていると思

う。手話言語条例と混ぜないことで明確

となった印象を受ける。 
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 障がいを持つ方が情報にアクセスしや

すい社会になるようこの条例を制定し、

誰にとっても優しい札幌市になることを

願っています。 

この条例はよりよい札幌市を作る上で必

要な条例だと思う。このような配慮によ

り、外国の人にとってもすごしやすいま

ちになる。 

コミュニケーションは社会生活での基

本だと思うので、障がいのためにコミュ

ニケーションが難しいというのは何らか

の改善が必要。障がい者の自助努力だけ

でなく、市民がそれぞれの障がいに応じ

たコミュニケーション手段を学ぶことは

とても大切。市民が分け隔てなくコミュ

ニケーションができる社会の実現を望

む。 

障がい特性に応じたコミュニケーショ

ン方法の確立は社会的障壁を取り除くた

めに必要であり、できるだけ早期の条例

承認を希望します。 

 （類似意見 ほか４件）

条例案は、平成29年（2017年）第３

回定例市議会に提出することを予定して

おり、同議会において可決された場合に

は、平成29年（2017年）12月１日に施

行することを予定しています。 
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あらゆる障がい者に対しての取組につ

いて、個別性を十分考慮し、全ての障が

い者が恩恵にあずかることができるよう

同時進行で進めて欲しい。 

この条例に基づき、障がい特性に応じ

たあらゆるコミュニケーション手段の利

用を促進していきます。 

障がいについての理解が進まない原因

を解明していく必要がある。 

障がいそのものについての理解が進む

ように、取組を進めて行く必要があると

考えております。ご意見については、今

後の取組の参考とさせていただきます。 

 総論についてはそのとおりだと思う

が、各項目の具体的な記載が乏しいのが

残念。合理的配慮の例として筆談が記載

されているが、手話を求める人に対し、

筆談で対応すると逃げ道を与えることに

ならないか危惧している。障がいごとに

特性を細分化し、各論を作り上げる必要

がある。 

この条例では、それぞれの障がいの特

性に応じた手段により情報を取得した

り、コミュニケーションをしやすい環境

を整備することとしており、その手段に

は手話を含みます。 

ご意見のとおり、障がい特性に応じて

様々な手段が利用されており、必要とす

る配慮もそれぞれ異なりますので、今後

の普及啓発等の中で、分かりやすく伝え

ていきます。 

聴覚に障がいがある方の中で、特に高

齢者は筆談が苦手な方が多いことから、

手話が必要。この条例では、聴覚障がい

者への対応が不十分であると感じます。 

 それぞれの障がい者とのコミュニケー

ションについて、具体的にどう接すれば

よいのか、明文化するべきではないか。 
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市は障がい関係の当事者団体などと協

力しながら、障がいの表面的な部分だけ

ではなく文化的背景や歴史などを踏まえ

た、障がいに関係なく相互に尊重できる

まちづくりをして欲しい。 

障がい関係団体とも協力しながら、条

例の目的に掲げる共生社会の実現に向け

て、取組を進めていきます。 

条例は、「手話」がコミュニケーショ

ン手段の範疇を超えて言語であると認め

られていることを念頭に置いたものにな

るとより良い条例になると思う。 

手話については、これまでの「手話・

障がい者コミュニケーション検討委員

会」における議論などを踏まえて、条例

の制定を含め、検討します。 

聴覚障がいのある方は、文章を理解す

ることが困難な方も多い。手話を使う人

は、手話で意思を伝えることで、安心し

て暮らせる。一人ひとりを大切にする社

会実現のため、配慮ある条例としてほし

い。 

ご意見のとおり、障がい特性に応じて

様々な手段が利用されており、必要とす

る配慮もそれぞれ異なりますので、今後

の普及啓発等の中で、分かりやすく伝え

ていきます。 

施策を実施するに当たり、障がい者自

身の理解（前向きな姿勢）はあるのか。 

この条例については、障がいのある当

事者を含む「手話・障がい者コミュニケ

ーション検討委員会」においてご意見を

伺いながら、検討を進めてきました。 

施策の実施に当たっては、必要に応じ

て障がい者等の意見を聴くものとしてお

り、障がいのある方のご理解を得ながら

進めていきたいと考えております。 
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（２）条例の名称に関するもの 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

条例の正式名称は素案の通りで良いと

思いますが、通称は短く覚えやすい名称

にしたほうが良い。 

広報等においては、必要に応じて「障

がい者コミュニケーション条例」等の略

称を使用し、市民の皆さまへの定着を図

ります。 条例の名称が長く感じられる。また、障

がい者への支援をするものという印象を

受ける。市民全体の条例とするため「札幌

市情報・コミュニケーション保障に関す

る条例」が良い。 

条例の名称は長いような気もするが、

略称で呼ばれるのであればよい。 

条例の名称は、短く市民に親しまれる

ものにするほうが良い。 

（３）資料における用語の定義について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

「社会的障壁」の対となる用語とし

て、「合理的配慮」の定義を記載するべ

きではないか。 

条例案には、「合理的配慮」の定義規

定を設けます。 
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（４）「１ 条例制定の背景」について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

法的根拠に基づく条例であるため、障

害者差別解消法の施行により、差別的取

扱いの禁止や合理的配慮が求められるよ

うになったことへの言及をするべきでは

ないか。 

｢障害を理由とする差別の解消の推進

に関する法律｣（障害者差別解消法）の

施行により合理的配慮等が求められるこ

ととなったことについては、この条例に

直接記載することは難しいと考えますの

で、普及啓発等の中で、引き続き分かり

やすく伝えていきます。 

１ページ１０行目に「このことは、障が

いのある人とのコミュニケーションなど

を必要とする障がいのない人にとっての

不利益でもあります。」とあるが、障がい

のある人とない人と分ける必要を感じな

い。「全ての人にとっての不利益でもあり

ます。」とすべきではないか。 

障がい特性に応じたコミュニケーショ

ン手段を利用できることは、障がいのな

い人にとっても重要であることを分かり

やすく示したものです。 

条例制定の背景のなかで、例として聴

覚障がいと視覚障がいに触れているが、

その他の障がい者についても触れてはど

うか。 

（類似意見、ほか１件）

素案においては、障がいのある方のコ

ミュニケーションの一例として、聴覚障

がいのある人と視覚障がいのある人につ

いて記載しています。今後の取組におい

ては、ご意見も参考に、多様なコミュニ

ケーション手段について普及啓発を行っ

ていきます。 

条例制定の背景に要約筆記に関する記

載があるが、筆談についても記載した方

がよいのではないか。 
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多くの自治体で手話が言語であると位

置づけを明確にした条例が定められてい

るので、各地の条例化の動向も明記する

とともに、「手話言語条例」の必要性に

ついても前文等で記載する必要がある。 

この条例は、手話に限らず、障がい者

がそれぞれの障がいの特性に応じた手段

により情報を取得したり、コミュニケー

ションをしやすい環境を整備するための

条例であり、ご意見の内容を条例に記載

することは困難であると考えます。 

手話については、これまでの「手話・

障がい者コミュニケーション検討委員

会」における議論などを踏まえて、条例

の制定を含め、検討します。 

（５）「障がい特性に応じたコミュニケーション手段とは？」について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

聴覚障がいにも、ろうあ者と中途失聴

者や難聴者がいて、それぞれの特性に応

じて、手話や要約筆記を選択することな

どが伝わらない。コミュニケーション手

段の例示の内容を変更するべきではない

か。 

（類似意見 ほか３件）

ご意見のとおり、障がいの特性に応じ

て様々な手段が利用されており、必要と

する配慮もそれぞれ異なりますので、今

後の普及啓発等の中で、分かりやすく伝

えていきます。 

「要約筆記」の説明については、「支援

者が行う」と記載する必要を感じない。ま

た、使用する道具はパソコンやノートに

限らないので、「音声情報を要約し、文字

要約筆記については、一般的な認知度

が必ずしも高くないため、具体例等を示

して分かりやすく説明することが必要と

考えております。ご意見については、今
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で情報を伝えるもの」に変更するべきで

はないか。 

（類似意見 ほか３件）

後の取組の参考とさせていただきます。

意思伝達装置や情報機器を利用した手

段も記載するべきではないか。 

（類似意見 ほか３件）

この条例では、それぞれの障がい特性

に応じた手段により情報を取得したり、

コミュニケーションをしやすい環境を整

備することとしており、その手段には意

思伝達装置や情報機器、音声認識アプ

リ、文字盤、コミュニケーション支援ボ

ード、るび振り、絵文字、拡大文字など

を含みます。 

素案においては、障がいのある方が利

用するコミュニケーション手段の一例を

記載しています。今後の取組において

は、ご意見も参考に、多様なコミュニケ

ーション手段について普及啓発を行って

いきます。 

パソコンは不慣れな方もいるので、文

字盤（ひらがなの表）などもあるとよ

い。 

条例のコミュニケーション手段の中に

「音声認識アプリ」を追加して欲しい。 

「意思伝達装置」、「文字盤」、「コミュ

ニケーション支援ボード」及び知的障が

い者が必要としているるびについても明

記してほしい。 

手段の例から絵文字や拡大文字が抜け

ているといった検討委員会での意見を反

映してほしい。 

 コミュニケーション手段の例示に盲ろ

うの方とALSの方への手段の記載があり

ましたが、知的・発達障がいが対象では

ないような印象を受けたため、知的・発

達障がいの方への手段も記載して欲しい

と思います。 
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一部記載されているが、今後、障がい特

性に応じたコミュニケーション手段の詳

細を含め条文に載るのだろうか。当事者

は理解できるが、詳細を記載した方がよ

いのではないか。 

障がいの特性に応じて様々な手段が利

用されておりますので、今後の普及啓発

等の中で、それぞれの手段について分か

りやすく伝えていきます。 

一部の手段にのみ、対象となる方が例

示されているが、全手段に、例示したほう

がわかりやすい。手段の説明と対象者は

分けて書くべきではないか。 

（類似意見 ほか３件）

今後の広報等においては、ご意見の趣

旨を踏まえ、分かりやすく伝えていきた

いと考えています。 

コミュニケーション手段の紹介の中

で、手話が言語であることを明記する必

要があるのではないか。 

ご意見については、今後の取組の参考

とさせていただきます。 

触手話は主に聴覚に障がいのある方が

使用するものだと思うので、「視覚と聴覚

に障がいのある方」でなく「聴覚と視覚に

障がいのある方」の方がよい。 

手話の説明については、辞書の定義に

準じて「手の形・動き・位置、顔の表情や

あごの動きなどの視覚情報によって意味

を伝える言語。」としてはどうか。 



13 

（６）「３ 条例の基本理念」について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

「障がい者がそれぞれの障がい特性に

応じた手段により情報を取得したり、コ

ミュニケーションをしやすい環境の整備

は、次に掲げる事項を基本理念として行

うものとします。」は文章として読みづ

らい。 

今後の取組においては、できる限り分

かりやすい表現で普及啓発できるよう工

夫していきます。 

「障がい者が、可能な限り、情報を取得

したり、コミュニケーションをするため

の手段を自ら選択できること。」とある

が、「可能な限り、」という言葉がどこにか

かるのか曖昧なので、より厳密な表現に

してほしい。 

「可能な限り、」は、「自ら選択できる

こと。」にかかります。 
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「障がいの有無にかかわらず、すべて

の市民がその利益を享受する主体である

こと」が意味するところが漠然としてい

ると感じる。 

例えば、障がいのない人も、障がいの

ある人に情報を伝える場合など、障がい

特性に応じたコミュニケーション手段が

必要になることがあります。 

障がい特性に応じた手段により情報を

取得したり、コミュニケーションをしや

すい環境の整備は、障がいのある人だけ

でなく、障がいのない人にとっての利益

でもあることを基本理念とするもので

す。 

今後の広報等においては、ご意見の趣

旨を踏まえ、分かりやすく伝えていきた

いと考えています。 

基本理念の「障がい者と障がい者以

外」という表現は壁を感じるので、「障

がいのある人もない人も」という表現が

良い。 

（類似意見、他２件） 

ご意見については、今後の取組の参考

とさせていただきます。 

（７）「４ 市の責務、市民・事業者の役割」について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

事業所の職員に障がいがある場合、事

業主には合理的配慮の提供義務が課され

るので、誤解されないよう補足しておく

ご意見のとおり、事業主と労働者との

関係においては、障害者の雇用促進等に

関する法律の一部を改正する法律におい
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必要があるのではないか。 て、事業主に合理的配慮の提供義務が課

されております。普及啓発等において

は、必要に応じ注釈を加えるなど、誤解

が生じないように取組を進めていきま

す。 

事業者に合理的配慮の努力を求めるの

であれば、市の責務に、合理的配慮の義務

を記述すべき。 

市の責務として、事務又は事業を行う

に当たっての合理的配慮について規定し

ています。 

素案では市、市民、事業者を区別して

いるが、市民には障がい者が含まれる。

障がいは手帳制度でなく社会的障壁の考

え方で定義されるので、全体的に整合性

を測るよう文言を整理する必要がある。

障がい者も市民であり責務も同様にある

と思う。 

素案においては、障がい及び社会的障

壁により日常生活等に相当な制限を受け

る状態にある方を「障がい者」として定

義しております。 

また、「市民」には「障がい者」が含

まれますので、障がい者は、障がい者で

ない方と同様に、市民の役割を担ってい

ただくこととなります。 障がい者も互いに協力し合う必要があ

る。そのために障がい者自身の役割も明

確にすべきである。 

事業者はもちろん、医療機関との連携

も必要だと思う。中途で障がい者となっ

た人は、特にコミュニケーション手段を

取得するための情報を得る機会が少な

い。窓口や仲介してくれるサービスが必

要ではないか。 

医療機関についても、事業者として市

の施策に協力するよう努めていただくこ

とになりますので、必要に応じて連携し

ながら、情報提供を行っていきます。 
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札幌市が率先垂範となるよう、ホーム

ページや区役所等での受付における対応

体制を整備してほしい。 

ご意見のとおり、市が率先して取り組

むことが必要と考えておりますので、こ

の条例においては、市の責務として、障

がい特性に応じたコミュニケーション手

段の理解及び利用を促進するための施策

を推進することや、障がい特性に応じた

コミュニケーション手段の利用について

合理的配慮を行うことを明記していま

す。 

「障がい者の責務」が規定されていな

いという欠陥がある。権利を行使するの

であれば、義務を果たすのは常識。以下

の障がい者の責務を規定することを望

む。 

・障がい者は、その存在が社会の負担と

なっていることを自覚し、慎ましく生

活しなければならない。 

・障がい者は、障がい者以外の人に対し

て、合理的配慮を行わなければならな

い。 

この条例における「市民」には「障が

い者」が含まれますので、障がい者は、

障がい者でない方と同様に、市民の役割

を担っていただくこととなります。 

なお、ご意見については、この度の条

例の目的に反しますので、条例に盛り込

むことはできません。 
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（８）「合理的配慮とは？」について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

合理的配慮について、「負担が重過ぎ

ない範囲で」との記載があるが、この定

義をどこから引用したのか。 

この条例における合理的配慮について

は、「障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」（障害者差別解消法）

に規定する合理的配慮と同一のもので

す。 

合理的配慮の例として、「テレビ番組や

映画への字幕」への言及も加えるべきで

はないか。 

合理的配慮の内容は個々の場面におい

て大きく異なることから、素案には合理

的配慮の一例を参考として記載していま

す。今後の取組においては、ご意見も参

考に、多様なコミュニケーション手段に

ついて普及啓発を行っていきます。 

 合理的配慮の例に「障がいのある人か

らの求めに応じて」という一文がある

が、聴覚に障がいのある人は、情報に気

付かないことがある。条例では一歩踏み

込んだ表現としてほしい。 

障がいのある人からの求めに応じて合

理的配慮を提供すること加え、「利用促

進」の項目において規定する各施策など

により、事前的改善措置（不特定多数を

対象として、合理的配慮を提供しやすく

するための取組をいいます。）として環

境整備を進めます。 

合理的配慮の例に筆談で対応と書かれ

ているが、先に手話を入れて欲しい。 

ご意見については、今後の取組の参考

とさせていただきます。 

 筆談でのやりとりが難しい聴覚障がい

者がいるため、6ページの合理的配慮の
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中で、「聴覚に障がいのある人の求めに

応じて筆談で対応する」に手話通訳者の

派遣要請とファクスでの対応を求められ

たらファクスによる連絡手段を確保する

ことを追記していただきたい。 

（９）「５ 施策の実施（１）理解促進」について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

障がい特性に応じて適切な対応ができ

るよう、情報取得やコミュニケーション

の手段、障がい福祉制度等を掲載したハ

ンドブックを作り、教育や各種講座など

に活用するとよい。 

障がい特性に応じて、どのような対応

が必要なのか、市民の皆様に周知してい

く必要があると考えております。ご意見

については、今後の取組の参考とさせて

いただきます。 

子どもの頃から障がいについて学習で

きる環境整備が必要である。 

ご意見のとおり、幅広い年齢層を対象

として市民の理解を促進していく必要が

あると考えております。ご意見について

は、今後の取組の参考とさせていただき

ます。 

 精神障がいや発達障がいの方は、会話

が苦手なことが多い。このような方との

コミュニケーション技術を磨くことは必

要だが、障がい特性について広く周知

し、抵抗感を減らしていく施策が必要だ

と思う。 

ご意見のとおり、市民の皆さまに様々

な障がいの特性を理解していただくこと

が重要と考えております。条例に基づく

普及啓発等においては、単にコミュニケ

ーション手段だけを説明するのではな

く、その手段を使用する方の障がいの特



19 

性などを理解していただけるよう取り組

んでいきます。 

ろう児の周囲に手話の環境が無ければ

言語の習得が困難になるだけではなく、

精神・知的な発達においても重大な影響

を及ぼすこととなる。ろう児への手話教

育はもちろんのことながら、聞こえる親

へも手話を習得する機会が必要と考えま

す。 

手話による教育については、北海道が

所管する聾学校を中心に行われるものと

認識しています。 

ご意見の聞こえる方の手話の習得につ

いては、現在、手話講習会等を開催して

いるところですが、より参加しやすい講

座の開催などについて、検討していきま

す。 

コミュニケーション手段を体得した市

民を増やすために、点字講習会や要約筆

記講習会などの講習の場の充実が必要で

ある。 

ご意見のとおり、障がい特性に応じた

コミュニケーション手段を学ぶ機会を提

供することが必要と考えております。 

現在も、手話講習会や要約筆記者養成

講座、点訳ボランティア養成講習会等の

各種の講座を開催しているところです

が、より参加しやすい講座の開催などに

ついて、検討していきます。 

 あらゆる施策の前提として情報収集を

行うことは当然であるため、理解促進に

関して、「障がい特性に応じたコミュニ

ケーション手段に関する情報収集」を追

加すべきではないか。 

施策を実施するに当たり各種の情報収

集は必要なことであり、このような情報

収集についても「理解促進」や「利用促

進」に記載した施策に含むものと考えて

おります。 
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精神科を学ぶ機会の提供や入所施設の

現状を学ぶ機会、精神保健福祉士・医療

ソーシャルワーカーの仕事内容を学ぶ機

会の提供が増えていけば良いと思う。 

ご意見については、今後の取組の参考

とさせていただきます。 

理解促進について、具体的な取組が記

載されていないので、今後の活動に期待

する。 

（１０）「５ 施策の実施（２）利用促進」について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

聴覚障がいのある方が手話で意思疎通

できず、継続して通所できないことがあ

る。障がい者が作業所を見つける際の「元

気さーち」などに聴覚障がいの欄を設け

て、受入れ態勢を明確にすることができ

ればよいのではないか。 

※ご意見にあった「作業所」を「就労系

の障害福祉サービス事業所」とさせてい

ただきます。 

申し訳ございませんが、「元気さーち」

だけでは聴覚障がいのある方を受け入れ

る事業所を把握することはできません。

しかし、聴覚障がいのある方に対応して

いる事業所については、札幌市公式ホー

ムページ（http://www.city.sapporo.jp

/shogaifukushi/zigyoshasitei/9_shite

ijigyousyaichiran.html）掲載の「事業

者一覧（市内障害福祉サービス事業者、

障害者支援施設等一覧をご覧ください）」

により絞り込みをしていただいた上で、
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「元気さーち」により検索していただけ

れば、聴覚障がいのある方を受け入れて

いる事業所の空き情報を把握することが

できます。 

今後とも「元気さーち」をご利用くださ

いますようお願いします。 

現状では、支援者の派遣が十分に行わ

れているとは言えない。利用促進に関し

て、「支援者の派遣拡充」を追加すべきで

はないか。 

（類似意見 ほか３件）

ご意見の「支援者の派遣拡充」につい

ては、「障がい特性に応じたコミュニケ

ーション手段の利用機会を拡大するため

の施策」に含まれるものと考えておりま

す。 

コミュニケーション支援者の専門性や

役割の重要性を理解し、身分保障につい

て考えてほしい。 

コミュニケーション支援者の役割は重

要と考えておりますので、コミュニケー

ション支援者を確保し、養成するための

施策を行うこととしています。ご意見に

ついては、今後の取組の参考とさせてい

ただきます。 

障がい者団体や手話サークル等との関

わりがない人は、手話による情報が届き

にくく、筆談等による情報取得となって

いる。 

条例においては、市は、障がい特性に

応じたコミュニケーション手段を用いた

情報提供に努めることとしています。ご

意見につきましては、今後の取組の参考

とさせていただきます。 
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コミュニケーション支援者の養成はど

こで誰が行うのかわからない。 

現在、札幌市が手話通訳者や要約筆記

者などのコミュニケーション支援者の養

成事業を実施しています。今後も、障が

い者団体等と協力しながら、主に市が行

うこととなるものと考えております。 

「市への訪問者への配慮」に賛同しま

す。 

（類似意見 ほか３件）

（原案賛成意見） 

手話は世界共通ではないと聞いている

が、外国の方なども視野に入れているの

か。 

この条例においては、札幌市を訪れる

滞在者等のコミュニケーション手段の利

用に配慮するものとしており、海外から

の観光客等を含みます。 

海外から訪れる障がいのある方への対

応内容については、個別の事情により大

きく異なるものと考えられますが、可能

な限り、対応していきたいと考えており

ます。 

訪問者や滞在者に対しても配慮するこ

とを示すのはよいことだと思う。手話通

訳については市民以外にも対応している

が、他の手段でも配慮できるとよい。 

特定のコミュニケーション手段に限ら

ず、様々な手段について考慮しながら、

取組を進めていきたいと考えておりま

す。 

施策の実施に当たり障がい者「等」と協

力することとしているが、「等」とは誰の

ことを想定しているのか。 

施策の内容に応じて、コミュニケーシ

ョン支援者などにご協力いただくことを

想定しています。 
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病院や役所などの主要なところにサポ

ートがあると、権利が守られた生活が送

れると思う。 

ご意見については、今後の取組の参考

とさせていただきます。 

障がい特性に応じたコミュニケーショ

ン手段のスキルレベルに応じて認定する

「障がい対応コミュニケーター制度」を

創設し、社会貢献度に応じて市民税軽減

策を設けることで、条例の目的実現が促

進されるのではないか。 

視覚障がい者は、普段は車の音で方向

を感じ取っているが、歩車分離歩道で音

がないと不便です。音声付信号機をもっ

と広めて欲しい。 

過去に泥棒に入られたが、視覚障がい

のため事実を証明することが出来なかっ

た。防犯カメラの設置の際に補助をして

欲しいです。 

現在のサービス利用状況の聞き取り調

査を行い必要なサービス内容を検討して

頂きたい。 

障がい者が地域に出るためには介助者

を増やし支援することが効果的だと思

う。パンフレット等の配布費用を障がい

福祉で働く人の育成費用に使い、サービ
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スを必要としている障がい者の力になる

ようにするべき。 

（１１）「５ 施策の実施（３）施策の推進」について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

ＰＤＣＡサイクルを回す上で定期的な

チェックが必要であるため、施策の推進

における懇話会について、必要に応じて

意見を聴くのではなく、定期的に開催す

べきではないか。 

（類似意見 ほか２件）

懇話会については、施策を進めていく

上で、必要に応じて随時開催する予定で

す。 

条例やさっぽろ障がい者プランで定め

た施策の進捗状況の公表と実施に当たっ

てのＰＤＣＡ方式の導入を明記するこ

と。 

施策については、常に点検・見直しを

行いながら実施していく必要があります

が、その方法は状況により様々と考えら

れるため、ＰＤＣＡの方法を一律に条例

に記載することは困難と考えます。 

誰がこのコミュニケーション条例を守

る制度を見守るのか明確ではない。 

施策を行うに当たり、必要に応じて障

がい者等の意見を聴くこととしているほ

か、「さっぽろ障がい者プラン」に施策

に関する基本的な方針を定めることとし

ており、障がい者施策推進審議会におい

て、プランの進捗状況等を確認しながら

施策を進めることとなります。 
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懇話会については賛成だが、参加でき

ない人もいる。障がいのある当事者から

の意見を聴くため、手紙、ファクス、メ

ールやフリーダイヤルの電話受付を設置

してほしい。 

条例や施策に関するご意見につきまし

ては、随時、札幌市障がい福祉課までお

寄せください。 

この度のご意見については、今後の取

組の参考とさせていただきます。 

定期的に条例の評価や見直しをして、

常に市民の声を取入れたより良い条例で

あり続けることを願います。 

（１２）「６ 財政上の措置」について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

人員配置、人件費を含めた予算の開示

方法を明確にして欲しい。 

様々な場面における個々の合理的配慮

を含め、障がい特性に応じたコミュニケ

ーション手段の理解と利用を促進する条

例であり、関連する取組のみに限定して

人員や人件費を算出することは困難と考

えております。 
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（１３）手話に関する条例について 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

日本語が国語の授業で学ばれているよ

うに、聞こえない人が手話を正式に学べ

るようにしてこそ「手話は言語である」

事が保障されます。 

情報・コミュニケーションの条例だけ

ではなく、手話言語条例も作って下さ

い。 

（類似意見 ほか５件）

手話については、これまでの「手話・

障がい者コミュニケーション検討委員

会」における議論などを踏まえて、条例

の制定を含め、検討します。 

手話は言語なので、コミュニケーショ

ン条例とは別に、手話言語条例を制定し

てほしい。 

（類似意見 ほか９件）

石狩市をはじめ、道内の各自治体が手

話言語条例を制定している。札幌市でも

手話言語条例を制定してほしい。 

（類似意見 ほか５件）

 条例素案について賛成する。手話をさ

らに学ぶ、守るためにも、手話言語条例

の制定を望みます。 
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手話は言語であり、単なるコミュニケ

ーションツールではない側面がある。こ

の違いを理解し、ろう者を含む市民が手

話を学ぶ機会が保障されない限り、ろう

者が自ら手段を選択することはできませ

ん。この条例が実行性のあるものにする

ためには、手話の権利を保障する「手話

言語条例」の制定が必要だと思う。 

（類似意見 ほか５件）

手話言語を母語とし、活用しているろ

うあ者の暮らしはいまだ困難が多い状

況。市民に手話言語を正しく理解しても

らえる為に、手話言語条例を制定してほ

しい。 

（類似意見 ほか１件）

 聴覚障がいのある人たちが自己を確立

していくためには「手話は言語である」

ということの理解が広がることが必要で

す。情報コミュニケーション条例と同時

に手話言語条例の制定を望みます。 

 日本語と同じ対等の地位を手話にも保

障されるべきという視点から、福祉所管

部局だけでなく、医療、教育、労働な

ど、幅広い関係部局の協力のもと「手話
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言語条例」の制定を進めるべき。 

手話が言語として、また権利として市

民に普及する為に、手話言語条例の制定

を望みます。 

（類似意見 ほか１件）

 障がい特性に応じた手段により情報を

取得するため、手話という言語を必要と

する方がいる。この条例を実効性のある

ものにするためにも、別途「手話言語条

例」を制定することが必要だと思う。 

手話は日本語とは異なる言語であるこ

とから、手話の言語性について議論する

場を設けて欲しい。 

「手話は言語」ということを広く啓発

し、手話条例を制定してほしい。 

素案における手話は、コミュニケーシ

ョン手段の一つにしか思えない。言語で

あることを周知するため、手話言語法が

必要だと思う。 

本来は手話言語条例を先につくり、そ

れからコミュニケーション条例というの

が筋だった。せめて同時に制定されれば
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よかったが残念。今後、間髪入れずに手話

言語条例を制定するよう段取りしてほし

い。 

手話は、日本語とは違う言語である。つ

なぐ役割の手話通訳士が知的障がいなど

のヘルパーに比べまだ少ない現状を考え

ても、手話言語条例をつくる意義がある。

手話が使いやすい社会が広がることで、

他の障がいの方も含め、情報がわかりや

すい社会になると思う。 

手話言語条例ができることにより、あ

らゆる困難を抱えた方が暮らしやすい都

市が形成される。まずは、市民が手話を言

語と考えることからはじまるのではない

か。 

 過去に手話の使用を禁止され、厳しく

差別されて苦労してきた歴史がある。こ

のようなことを繰り返さないためにも

「手話言語条例」の制定を強く求める。 

 （類似意見 ほか５件）

 手話は大切な言語であるため、手話言

語条例の制定を望みます。 

 （類似意見 ほか１０件）
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 聴覚障がい者への合理的配慮が足りな

いため、手話言語条例の制定を望みます。

 （類似意見 ほか４件）

 様々な場所で手話で会話できる環境が

なく困ることが多い。手話が使える環境

を整備するために、手話言語条例を制定

してほしい。 

 （類似意見 ほか１３件）

 札幌市は福祉の都市というが、聴覚障

がい者の言語に対しては理解不足であ

る。真の福祉都市というためには、手話言

語条例の制定が必要である。 

（１４）その他 

【意見概要】 【札幌市の考え方】 

手話を覚えるのは難しいが、要約筆記

であればすぐに理解することができるの

で、要約筆記者に感謝している。 

聴覚障がいのある方にとって、要約筆

記は必要不可欠なものであると考えてお

ります。この条例に基づき、障がい特性

に応じたコミュニケーション手段のひと

つとして、要約筆記の利用を促進してい

きます。 

コミュニケーションの中に性的コミュ

ニケーションが含まれていない。障がい

者の性欲についても考えてほしい。 

ご意見については、この度の条例の趣

旨と異なりますので、条例に盛り込むこ

とは難しいと考えます。 
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札幌市は、精神障がい者を嫌っている

ように感じる。障害者雇用促進法の趣旨

も条例に盛り込んでほしい。札幌市が知

的障がい者や精神障がい者を積極的に正

規雇用すべきではないか。 

障害者雇用促進法の趣旨を条例に直接

記載することは難しいと考えておりま

す。 

なお、札幌市による知的障がいや精神

障がいのある方の雇用につきましては、

他都市の状況も注視しながら、障害者雇

用促進法の内容を考慮したうえで、雇用

のあり方について、引き続き慎重に検討

してまいりたいと考えております。 

盲ろう者だが、目が見えなくなると触

手話が使えるので、手話を必要としてい

る。 

触手話を含め、この条例に基づきあら

ゆるコミュニケーション手段の利用を促

進していきます。 

聴覚障がい者の採用では、採用そのも

のに消極的だったり、面接での手話通訳

者の同席に理解がないことがある。手話

通訳により企業と障がい者の両方にメリ

ットがあることを知ってほしい。 

条例に基づく普及啓発において、障が

い特性に応じたコミュニケーションの必

要性などについて、分かりやすく伝えて

いきます。 

聴覚障がい者に対して十分なコミュニ

ケーション支援がない企業がある。会議

での手話通訳を依頼して情報保障を求め

ても、企業が融通を利かせないことがあ

る。 
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聴覚障がい者はそもそも十分に日本語

を学べる環境にあるのか。日本語が義務

教育で学べるように、手話の教育を義務

化してもおかしくないのではないか。 

義務教育に係る学習の内容等について

は、学習指導要領において、国が定める

ものとなっております。 

なお、各学校では、聴覚障がいを含

め、様々な障がい等に配慮した支援を行

うとともに、特別支援学校や小中学校の

特別支援学級等では、障がい等に応じた

より専門的な教育を行っております。 

手段としてだけの手話だと思われては

困る。最近では電話以外で対応してくれ

る病院なども増えているが、日本語の読

み書きができることが前提だ。病院に手

話通訳が配置されておらず、家族が通訳

を担うことも珍しくない。 

病院における手話通訳については、札

幌市の制度による手話通訳者の派遣制度

を利用できますので、委託先である札幌

聴覚障害者協会までご相談ください。 

同じ障がい種別でも個人個人でコミュ

ニケーションの手段や方法が異なるの

で、そのような方法を携帯用カードや手

帳に記載できるとよい。 

必要な支援内容などが記載でき、障が

いのある方などが普段から身に着けてお

くことができる「ヘルプカード」を、平

成29年10月中旬から配布します。 

条例を制定するだけでは心のバリアフ

リーは改善されないので、条例施行後の

状況を注視していく必要がある。 

ご意見のとおり、条例の制定だけにと

どまらず、条例に基づく取組を着実に進

めて行く必要があると考えております。

検討委員会には知的障がいや発達障が

いの当事者が参加していない。いつまで

も親や支援者が言い続けては、伝えるこ

「手話・障がい者コミュニケーション

検討委員会」においては、知的障がいや

発達障がいのある当事者の方は参加して
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とができる当事者が育たない。 おりませんが、支援者団体の方にご参加

いただきました。また、パブリックコメ

ントにおいて「るび有り版」や「分かり

やすい版」を公開するほか、市内の障が

い福祉サービス事業所にパブリックコメ

ントの実施についてお知らせするなど、

知的障がいや発達障がいのある当事者の

方も含め、多様なご意見をいただけるよ

う意見募集を行いました。 

精神障がい者や発達障がい者は以下の

ことで困っており、それぞれ配慮してほ

しい。 

①雑音が気になり話がきけない（雑音が

入らない状態で話してもらうようにす

る） 

②聞いただけでは覚えきれない、話の要

点がつかめない、意図がつかみにくい

（視覚的な資料を用意する） 

③優先順位が付けられない（優先順位を

具体的に示してもらう） 

④同時並行での仕事が困難である（指示

は一度にひとつずつ示してもらう） 

⑤見た目では障がいかどうかが分からな

いため、辛い時に分かりにくい。自分で

何が困っているかを整理できない。助け

精神障がいや発達障がいのある方の情

報取得やコミュニケーションに関して、

代表的な例を示して必要な配慮を周知し

ていくなどの取組が必要と考えておりま

す。 

ご意見については、今後の取組の参考

とさせていただきます。 
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が欲しいのに声を出して呼べない（困っ

た時に相談できる機関を作ってほしい。

一般市民にも精神障がいの理解を促進す

るような機会を。） 

⑥行政の手続きは難しくてどうしたらい

いかわからない。（手続きや情報を受け

取りやすいように工夫するための動画な

どを作って欲しい） 

障がい者用トイレをもっと増やしてほ

しい。 

札幌市では、福祉のまちづくり条例に

基づき、多くの方が利用する公共的な施

設において、主に障がい者、高齢者等が

利用するトイレ等を設ける場合には、車

いす使用者が円滑に利用できるトイレを

１つ以上設けることとしております。ま

た、施設の面積に応じて、オストメイト

対応設備や乳児用ベッド等を設けること

としております。しかしながら、特に既

存の建物については、建物や土地の面積

による制限や、民間事業者においては事

業の内容や規模等によって可能な対応も

様々であることから、条例を上回る対応

を求めることは難しいと思われます。 

障がい当事者の方がトイレの利用につ

いて御苦労されている声は多方面から寄

せられておりますので、いただいたご意
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見についても、今後の施策や事業の検討

に当たっての参考とさせていただきま

す。 

福祉乗車証は全ての障がいを対象とし

てほしい。 

札幌市障がい者交通費助成制度では、

重度の障がいのある方に、福祉乗車証を

交付しております。障がいの種別による

制限は設けておりません。 

パブリックコメント資料の「ご意見記

入シート」になぜるび振りされていない

のか。 

パブリックコメント資料については、

別途「るび有り版」を公開しており、

「ご意見記入シート」についてもるび振

りしております。 

どのようなコミュニケーション手段を

選ぶのか、障がい者に対して選ぶ権利を

与えてほしい。視覚なら点字という概念

にとらわれないようにしてほしい。 

条例の基本理念において、「障がい者

が、可能な限り、情報を取得したり、コ

ミュニケーションをするための手段を自

ら選択できること。」を記載していま

す。 

聴覚障がいのある人から以下のような

意見があった。伝わることが当たり前の

環境になってほしい。 

・店、役所などで手話が通じるようにな

ってほしい。 

・病院での手続きなどがわからなくて困

っている。 

・地下鉄が止まった理由やいつ動くのか

聴覚障がいのある方を含め、障がいの

ある方が情報取得やコミュニケーション

をしやすい環境の整備を進めていきま

す。 

ご意見については、今後の参考とさせ

ていただきます。 
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わからなくて不安。 

・トイレの場所がわからない。女性用、

男性用の区別がわかりづらい。 

・買い物の際のコミュニケーションが取

りづらい。 

誰もが手話を使うことに違和感がない

社会になればよい。窓口で簡単な手話表

現が絵で表示されているとよい。公共交

通機関などでは、事故などの情報を音声

だけでなく手書きでよいので伝えてほし

い。行政機関で積極的に対応し、聴覚障

がい者だから面倒と思う気持ちを無くし

つつ、お互いに理解しあえる環境作りが

大切だと思う。 

教養や労働の場面でも、手話通訳や文

字による情報提供等の配慮をしてもらえ

るとありがたい。 

札幌市においては、手話通訳者や要約

筆記者の派遣を行っておりますので、委

託先の札幌聴覚障害者協会（手話通訳）

又は札幌市身体障害者福祉協会（要約筆

記）までご相談ください。 

また、視覚による情報提供が充実する

よう、取組を進めていきたいと考えてお

ります。 

職業安定所では、いつでも手話に対応

できる体制を作ってほしい。 

ご意見については、公共職業安定所を

所管する北海道労働局にお伝えします。
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障がいにより介助を受けている人で

も、金銭関係は第三者に見られたくない。

障がい者本人が利用できる車いす対応Ａ

ＴＭを増やすなどの対応が必要だと思い

ます。 

ご意見については、今後の取組の参考

とさせていただきます。 

視覚障がい者が容易に操作できるガラ

ケー（携帯電話）を存続させるため、札

幌市からメーカーに対して働きかけをし

て欲しい。 

相談する場所、手続きする場所がせま

い。 

政府の会見では、手話通訳がいるのに

テレビに映っていない。字幕だけでは情

報が不十分なことがたくさんある。 

自閉症や知的障がいがある長男はどう

にか話せるが、慣れていない人ではその

内容を理解するのが難しい。福祉サービ

ス等の申込の際のコミュニケーション支

援や、親のカウンセリングのようなもの

があるとよいと思う。 

病院や施設で手話を使うなどの権利を

同法で求めている。 

点字ブロックのないところにもきちん

と道路工事と冬の生活を考えてほしい。 
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障がいのある子どもを支援してくれる

ところや、預ける所が少ないといった意

見がある。また、学力は普通だけど皆の中

に交われない、療育手帳がもらえない等

の意見をきくことがある。 

障がい者の特性や困りごとを聴いて市

民や事業者に啓蒙し、条例が自然体にい

き渡り、細やかな合理的配慮により障が

い者が暮らしやすい社会になるよう期待

する。 

条例の仮称を「手話・障がい者コミュニ

ケーション促進条例」として検討したこ

とにより、無用な混乱を招いたのではな

いか。今後は無理に仮称を設定せずに検

討するのがよいと思う。 

障がい者という差別的な言葉をなくし

てほしい。私は精神障がい者だが、社会人

と呼んでほしい。 


