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仙台市に「障害者差別禁止条例｣の制定を求める 

仙台市長選挙立候補者との懇話会 
～奥山恵美子氏(現 仙台市長)と角野達也氏を迎えて～ 

 

奥山恵美子氏との懇話記録 

 

日時/2013年 7月 29日(月) 19:20～20:00 

会場/仙台市福祉プラザ 10階(第 4研修室) 

主催/誰もが暮らしやすいまちづくりをすすめる仙台連絡協議会 (愛称:条例の会仙台) 

 

 

 

 

諸橋(司会)： 

そろそろはじめたいと思います。 

６月２７日。条例の会仙台の全体会議があった際に、ぜひ仙台市長選があるので立候補

者を呼んで、障がい者差別禁止条例の事についてお話をしていきたいということで、お声
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掛けをしたところ、２人の候補者、奥山恵美子さんと角野達也さんのお二人が立候補され

たので、日にちを今日に設定して、お話してもらおうということになりました。 

基本的な話の中身とか、その他の進んできた経緯などについては、代表の杉山さんから

お話をお願いします。 

続いて、条例の会仙台の顧問をお願いしている、佐藤弁護士さんの方から、条例の意義

のお話しをお願いします。その後、立候補者との懇話会をしていきたいと思います。 

資料の中に、立候補者への質問事項が書いてりますが、必ずしも、それにとらわれず、

自分達それぞれの立場からの差別についての考え方や、こうゆう条例を望むという事を、

なるべく焦点があうように、お話ししていただけたらと思います。 

 

 

杉山(代表)： 

皆さん今日はお集まりいただきありがとうございました。 

条例の会では、今までこれまで 20 回全体会議というこのをやってきたわけですが、今ま

で３年間以上、条例の会仙台は活動してきたわけですが、ようやく、この６月１９日に国

会で差別解消法というものが確立されて、今後これからは各地域で差別禁止条例というも

のを作るという事が、本当に重要なことになってきました。 

こうゆう時に、仙台市長選挙があって、この選挙で受かった市長さんは４年間の任期期

間があるわけですが、差別解消法は３年後に施行されることになっておりますので、ぜひ

とも次に選ばれた市長さんには、この間にできれば３年後の法律が始まると同時に、仙台

市でも差別禁止条例を作ってもらって、施行して、仙台市が障がい者への差別の無い街に

なるように、してもらいたいと思ったわけです。ですので、この選挙というところを捉え

て、今回の懇話会という機会をお願いしました。ぜひ、話をしたいということがあって、

立候補者の人と懇話会をすることが実現できました。 

今日は、奥山さんと角野さんにおいで頂いて、ぜひ私たちの条例を作って欲しいという

思いを、理解してもらいたいと思います。それで、皆さんもぜひ、こうゆう思いで、それ

ぞれの立候補者に話をして頂ければと思いますので、宜しくお願い致します。 

 

 

諸橋(司会)： 

それでは、顧問弁護士の佐藤弁護士から、条例を作る意義を話して頂きたいと思います。 
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佐藤(顧問弁護士)： 

今、お話しがあった通り、障がい者差別解消法ができました、施行はずいぶん先になりま

す。法律は、大変不十分な法律ではありますが、障がいのある人についての差別の問題を

取り上げた、そうゆう意味では画期的な法律です。 

私たちがここから、更にここから先、求めていくことは、つまり法律というのは、条例

よりもさらに先にあるわけなので、まず身近に自分たちが住んでいる、自分たちの足元で、

差別というものを無くしていく努力、それをするのが、やはり条例なんだと思う。法律で

いくら差別をしないでね、と言われても、やはり何が差別かも分からない、基本的には何

が差別かも皆さん分かっていないと思います。障がいのない人が、障がいのある人にとっ

た行動が、差別になるということが分かって差別している人は、案外少ないかもしれませ

ん。それが、差別になることさえ気が付かないで、とった行動が差別している、むしろ今

はそうゆう状態だと思うのです。故意に差別するというよりは。そうゆう意味では、まず

何が障がいのる人に対して差別になるのか、ということを分かってもらう為に、まず条例

を作っていく。条例を作る運動をして、条例を作る運動の中でわかってもらう。 

千葉県は条例を作る時に、たくさんの差別事例を集めましたよね。そうやって、何が差

別なのか、どうゆうことが許されないのか、どうゆうことがされる側にとって苦痛なのか、
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ということを分かってもらう運動。条例を作るという事は、まずそうゆう運動をするとい

う意味で、やはり知ってもらう、分かってもらう、ということになると思います。 

それから、今日の懇話会の資料の中にも書いてあるんですけれども、私たちの身近なと

ころでは、差別をするなというだけでは、なかなか実りがない。何か実効性があるものと

いうならば、起こった事態に対して、どうゆう風に調整し、救済していくか。そこのとこ

ろが自治体としては大事になるのではないか、条例としては大事になるのじゃないかと思

います。 

国の法律としては、その救済機関というところが明確には提示されていない。そうゆう

意味では、本当に救済されるのかな?と思うような、法律の仕組みに結局なってしまって

います。 

ですから、自治体、条例としては、どうゆう風な救済機関が一番、実行的に救済できる

のか、というところを揉んでいく、それを具体化していくことがとても大事だと思います。 

つまり、差別するなという事を、大上段で言うよりは、条例では起こった事態を、どう

やって救済していくかという、その為の制度をどうやって作るかという事が大事だと思う。

例えば、救済についての委員会を作る、調整についての委員会を作る。 

また、ずっと言ってきていますが、委員会には障がい当事者が必ず入ることが大切。障

がい当事者の声を抜きにして、差別かどうかを論じるなんていうことは話にならない。な

んの障がいも無い人が、自分では何の痛みもない問題について、これは差別です、これは

差別じゃない、なんと言っても始まらない訳で、やはり障がい当事者の方の意見を聞いて、

それは差別になるのだとか、ならない、とか。差別になるのだとしたら、ではどうすれが

良いか。そうゆ様な、救済機関を作ることが求められると思います。 

ですから、これまである様な自治体の制度を流用するというよりは、やはりここはきち

んと救済の制度を立ち上げていただくという事が、とても大事だし、今の条例の運動とし

ては眼目になるのではないでしょうか?つまり、法律以上に差別するなというのは難しい

ので、法律の範囲内での話になります、ですから、法律の範囲内で、差別を無くしていく

ために、差別が何か?を分かってもらう様な条例つくりをしていき、それから具体的な問

題にどうゆう風に救済するかということで、調整機関と救済機関を作っていく。そこの、

救済機関は例えば、５人が委員としたら、必ず１人が障がい当事者が入る。障がいと言っ

てもいっぱいある。それぞれの障がいによっても違いがありますから、できれば障がい当

事者と、その問題についての障がい当事者の委員が２人入るという事が、私は望ましいと

考えています。例えば、５人の枠の中で、法律家、行政、当事者２名、こうゆう風に決め

て行くという事が、柔軟な問題の解決に向かって大切なのではないかと思います。では、

そのような事を頭に入れて、立候補者の皆さんからお話しをお聞きしましょう。 

 

 

 



pg. 5 
 

諸橋(司会)： 

奥山さんがいらっしゃいましたので、さっそくお話しをしていきたいと思いますけれど、

障がい者差別禁止条例を仙台で作ろうという事で、私たちは 2009 年から活動してきまし

た。いろんな差別事例を集めて、冊子にしたり、パンフレットを市民にお配りしたりして

きましたが、まだまだ動きとしては不十分だと思っております。 

もう一方で、2006 年の国連権利条約に対して、批准していく考えに、日本でも体制を

整えていく必要がある。そうゆう事もあって、全国的な主体で、差別禁止条例を作る動き

があって、仙台でも続けということでやってきました。 

国の方で、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律という、障がい者差別解

消法というものができました。基本的に、佐藤弁護士からお話しがあった通りです。それ

を裏付ける物が必要なんだというお話しを頂きました。それは、条例を支える市民運動、

障がい者自身の積極的な運動が必要だということ、もう 1 つはそれを法律を形にして、生

かしていく為の条例が必要なのではないか、というお話しを頂きました。それで、禁止条

例の中には障がい者差別解消地域協議会というものが、できるという事が書いてあります。 

できる、という事は、しなくても良いという事にも理解できます。運動や活動の裏付け

がないと、中身の無い物になってしまう。 

ぜひ、仙台でも積極的に仙台市における障がい者差別を無くすために、いろんな障がい

者団体の動きを拝見して、市としても積極的に、この差別解消法を仙台でも形にしていく

条例つくりをお願いしたいなと、思っていまして、ぜひそれを今後の市長選挙の立候補の

２人をお招きして、ご協力を得ながら、障がい者差別禁止条例、まだどうゆう名称になる

かは別ですが、これについてお考えをお聞きしたいということで、今日お願いをいたしま

した。ぜひ、積極的な奥山市長と皆さんのやり取りの中で、充実した今後の方向性が見出

せれば良いかなと思っています。 

では始めさせていただきますが、杉山代表の方から、少し今日の内容についてお話しを

お願いします。 
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杉山(代表)： 

皆さんの所にも、資料をお配りしていますが、私たちは今から３年前の 2009 年の 10 月

21 日に、誰もが暮らしやすいまちづくりをすすめる仙台連絡協議会、通称：条例の会仙

台という団体を発足しました。 

そして、今諸橋さんからも説明があった通り、この間、差別事例集とか、条例の会仙台

のパンフレットを作るなどの活動をしてきました。それで、誰でも差別はいけないことだ

と当たり前で、そうゆうことは分かっているのだと思いますが、しかし何が差別かという

事に関して言えば、人それぞれ思いがあって、バラバラだったんですけれど、国連で障害

者の権利条約、それと今回の６月１９日に国会で障がい者差別解消法というものができて、

具体的に、どうゆうことが障がい者の差別なのか、という事が提起されて、みんなに分か

る様になってきました。 

しかし、これは、まだまだ一部の福祉関係者の方しか分からないことがあって、前にも

奥山さんには話をしましたが、やはり市民の方に、どうゆうものが障がい者差別になるか

ということが分かるような、私たちは運動をしていかなけれえばならないし、啓発活動を

やっていかなくてはならないと思っていたのです。 

しかし、この６月１９日に、障がい者差別解消法というものができたことは、少なくて
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も、国会では、これからは日本では障がい者差別はしない世の中、日本にしていく、とい

うことを約束されたと、私は思っておりますので、今回選挙にでて、当選した方が今後４

年間、仙台市の市長さんになるわけですが、この法律は今から３年後の平成 28 年の４月

から施行とう事になっていますので、この任期中にはぜひ仙台市でも差別禁止条例を作っ

て、仙台市には障がい者差別の無いまちになるようになるようなことをやって欲しいと思

い、今回、懇話会をやりたいとお願いした所、ぜひやりたいという話で、実現致しました。

ありがとうございます。 

具体的には、私は事例集とかパンフレットを作ったのと同時に、ではどうゆう差別禁止

条例がよいのかということで、具体的に話合いをしてきました。資料の中に、骨子という

物があって、一応私たちが考える条例の内容を、分かりやすく要点を絞って、お示しした

ものが骨子というものなんですけれど、第１のところは、条例制定の趣旨ということで、

先程も話したように、仙台市では障がい者への差別をない街にしてもらいたいということ

が、私たちの目指すところなので、条例を作ってもらいたい、なぜ条例を制定してもらい

たいか、をまとめました。 

第２は、今全国に 10 ヶ所位の市町村で条例ができていて、市では現在２市で、差別禁

止条例ができているんです。その条例を基に、前文というものが、有ったり無かったりと

いうことがあるのですが、私が前文を作りたいと思った理由を、この第２に書きました。 

やはり、（２）にも書いていますが、仙台市は 1973 年の９月に、第１回の車いす市民

集会をやったところでして、言わせれば仙台市が障がい当事者の発祥の地だと言われてい

て、今年は 40 年経つのですが、そうゆうことも前文で確認して、だからこそ私たちは全

国に先駆けて、市でも差別禁止条例を作るんだという話をしたかったのです。それと、（３）

は、やはり東日本大震災があり、この為にも私たちやこの差別禁止条例をやらなくてはい

けないんだ、という事を書いたわけです。前文の全文は、下に書いてあります。 

その他、骨子案を進めて呼んで頂くと、目的とか、障がいや差別の定義、というものを

書いております。後半には、先程、佐藤弁護士さんも言っておりましたが、ただただ眼目

である差別をしてはいけないというだけでは、やはり法律としては効果はないので、差別

された方をどう救済するかということを、大事なところなので、ぜひ救済機関をちゃんと

市レベルで作ってもらいたいと、私たちの案には書いております。 

また、その救済機関の中には障がい当事者を積極的に入れて欲しいという風に、私たち

は考えておりますので、ぜひ、それも実践していただきたいと思います。そうゆうところ

です。 
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諸橋(司会)： 

はい。ありがとうございました。 

今、杉山さんの方から話がありましたが、奥山候補者の方から、これからの障害者差別禁

止条例というふうに我々は言っておりますが、どんなふうにお考えなのか、話をしていた

だきたいと思います。 

 

 

■質問に対する回答 

 

 

奥山恵美子(立候補者)： 

はい。改めまして、皆さんこんばんは。今日は、夜分大勢の方にお集まりいただきまして

ありがとうございます。 

特に、杉山さんには、合同の大きな運動で、毎年２回は必ず仙台市の方においで頂いて、

いろいろな皆さんの暮らしの要望などをお伝え頂いております。とりわけ、今回の震災の

中では、本当に私たちも力の及ばなかったところ、そしてまた事前の考えが足りなかった

ところが沢山ありまして、障がいをお持ちの皆さま、それぞれの障がいごとに、大変なご
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苦労をされた、それは本当に申し訳なかったことだなと思っております。改めて杉山さん

からも、そうした障がい者の避難の在り方、また事前からの援護の体制つくり、そういっ

たものについても昨年ご意見を頂きまして、改めて団体の皆さまと話合いをさせて頂きな

がら、取組んで参りたいと思っております。 

今回は、私の立候補にあたりまして、今度は新しい法律に基づいての条例ということで、

ご要望いただいたわけです。 

大きく申し上げて、私は今回の市民の皆様とのお約束の中にも、ごく簡単に触れさせて

頂いただけなので、具体的に条例を作るとか、作らないという形では、述べさせて頂いて

はいないのですが、改めて、差別のない社会を目指していくということについて触れさせ

て頂いたわけです。今日、具体的に、皆様からこのようなご要望、そして皆様からの骨子

という案もいただきました。 

条例の制定につきましては、私はぜひ２期目を市制を担当させて頂きます場合には、私

の責任において、これを皆様とご一緒に作って参りたいと考えているということを、改め

てこの場で、杉山さんと皆様にお話しさせて頂きたいと思っております。 

今、杉山さんからは、少なくても、この任期の中でということで、という話がございま

して、やはり、この条例は私も思いますに、役所の方だけが勝手に、どこからか色々なも

のを引っ張って来て、こうゆうものだろうと作るような、そうゆう条例ではないというこ

とは、今杉山さんのお話しにもあったとおりで、皆様がたにも、私案というものがありま

すし、また我々も行政の立場から、改めて先行する自治体の条例などを勉強させて頂いて、

法律と条例の役割、そしてまた、今一番大事なところは、おそらく救済機関の有り様だろ

うという風なお話しですので、その対象となるもの、そして救済機関がどこまでのことが

できるのか、もしくは、できないのか、それらについても、やはり法律がありますからに

は、条例は人の権利を色々と制限したり、または拡大したりするものですので、しっかり

と境目のところに曖昧さが無いようにしていかなくてはいけませんので、それには時間は

かかると思いますけれど、お時間を頂きながら、ぜひこの皆様のお気持ちが、この社会の

中で、1 つの条例という形になって、生かされるような、そんな取り組みを進めさせてい

ただければと思っておりますので、今日はこれ以上具体的なことは申し上げられないので

すが、皆さまのお気持ちのもととなるものを受け止めさせて頂いて、条例を仙台市として

作っていくという意思を、改めて仙台市長になりました際には、私も思って、ご一緒に取

組んでいく、その際には、皆様との意見の交換、そして先進の条例の研究、もちろん当然

ながら議会のおける様々な議論、そういった形で、どちらかと言うと、丁寧に作っていく

という事が、この条例には望ましいのではないか、と思っておりますので、必ずしも１年

でつくるとか２年で作るという期限を切ることが良いかどうかということは、この条例の

場合は検討が必要だと思いますので、ゆっくりとしかしながら任期というものがあります

ので、任期の中を目途に、取組ませて頂ければと思います。 
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■質疑応答、意見交換 

 

 

諸橋(司会)： 

ありがとうございました。 

作るんだという、意思を示されたわけですが、もしろ作るという事になれば、こんな中身

でとか、こうゆう課題がありますよ、というご意見を皆さんの方から出して頂いた方がよ

いのではないかと思っております。 

実は、障がい者施策推進協議会というものが、仙台市にありまして、私もその中に入っ

ております、この中にも入っている方が何人かいらっしゃる訳です。前向きなお話しが、

市の事務局の方からもありました。ただ、いわゆる神が作る法律と言っても、差別の問題

は解決していかないですよね、はやり市民に対する啓発なり、差別事例を掘り起こして、

その解決策を我々自身が身に着けていく、つまり救済する、あるいは正していく、という

機関が必要ではないかなと思います。その辺りは、この条例の会でも随分と話してきたこ

とです。 

ぜひ、ご意見を出して頂くと、市長の中の条例のイメージが形作られる 1 つの材料がで
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きるのかなと思いますので、いかがですか。できれば、所属とお名前を伝えて頂けると良

いと思います。お願い致します。 

 

 

原田(参加者)： 

原田幾世と申します。私は、現在は障がい者枠で、宮城障がい者職業センターというとこ

ろで勤務しております。非常勤ではありますが。私の場合は、精神障がいを持っておりま

す、発症して９年になるのですが、現在はだいぶ良くなって活動もできておりますが、そ

もそも私自身が感じていることをお伝えできればと思っております。 

本来は、こうゆう差別禁止法だとか、差別だということを、こうゆう条例を作らなけれ

ばいけないことが、問題だと思っておりまして、私は精神障がいですが、精神障がいだけ

ではなくて、いろんな障がいに関しても理解がまだまだ少ないなと、とても実感しており

ます、それは、何故かという事を考えた時に、まず学ぶ場がなかったこと、触れ合う機会

が無かったこと、そうゆう知識を得る場とか、そうゆう機会が、私自身も教育の中でもな

かったなと、すごく感じております。 

ですので、こうゆう条例を作ることも、もちろん大事なことだと思いますが、仙台市で

は率先して、まず私たちのような障がい者を知っていただく場つくりというのを、ぜひや

って頂きたいなと思っておりますので、精神に関しては市民フォーラムをやって頂いたり

もして、その場でも体験などのお話しもさせて頂いたのですが、ただ年に２回とか限りも

ありますので、もっと知って頂く機会に関しては奥山さん自身がどうゆう風にお考えを持

っているのかと思いまして、発言させて頂きました。 

 

奥山恵美子(立候補者)： 

やはり、法律や条例が必要なこと自体が、大変悲しいというか、そうゆう現状について

は非常におかしいと思います。それはその通りだと思います。しかしながら、そうは言っ

てもなかなか理解が進まないという中で、法律とか条例とか、そうゆうある意味では自治

体や何かに義務を課すようなものを作って、そこで関心を高めて社会全体の理解を深めて

行こうと、そうゆ形だと思いますので、まぁ事実を変えて行って皆の認識を共有するか、

まず形で大きくこれを目標だといものを打ち立てて後から中身が、それに追いつくように

頑張っていくか、というところの手法の違いはあるかと思いますが、前者の理解を深める

というのが、そのままでなかなか日本社会では定着してこなかったという中で、今回の戦

後 50 年以上経ってからの、この法律ということになったのだと思いますので、私はせっ

かくこうゆう法律が超党派でできたわけですから、一つはこの法律の形、そして目的とし

たところを共有する中で、まずこの運動を少し続けてみる、というのも方策ではないかと

思います。 

もちろん、これだけが全てではないし、法律で改善できないというものも、たくさん差
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別に対する理解の中にはあるということは、皆さんも十分ご承知だと思うのですが、法律

ができるというのも１つの多きな力ですので、せっかくだったらこれをテコにして、進め

ていくというのが１つの、トライしてみて良い形ではないかなと思います。あるいは、ト

ライしてみたら、あまり効き目がなくて、ダメな法律だったという事になるかもしれませ

んけれど、施行もまだですし、これからも議論が深まっていくということだろうと思いま

すので、色々な理解が深まるように進めていきたい。仙台も、その取り組みを色々これか

ら更に考えさせていただきたいと思います。おっしゃるように、やはり若い時期の頃から、

そうしたことについて知っておくということが大事だということは、お話しの通りだと思

いますので、中学、高校、大学、そうゆう中で段階を追って、そうゆう事についての理解

を順番に深めていくという、そうゆう体系だったものが、社会の中に必要なのかなと、そ

うゆふうに思います。ありがとうございます。 

 

 

 

飯嶋(参加者)： 

NPO法人 麦の会の飯嶋と言います。コッペという障がいを持っている方とパンとクッキ

ーを作っています。 

今、原田さんから知ってもらうという話がでて、ふと今思ったことがありまして、区役
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所や市役所の方で、販売の機会を各事業所を斡旋して頂いて、障がい当事者を連れていく

んですけれど、時々聞こえてくるのが、市民の方から、障がい当事者がうるさかったとか、

ちょっと変な声をあげたりもするので、ちょっと迷惑したみたいな、苦情が回り巡って聞

こえてくることがある、うちらとしては当事者の姿そのものを見てもらいたいという思い

もあるわけです。その市民の方とのギャップをいかに埋めて行くのか、そうゆう作業を考

えながら、この条例というものを合わせて作っていけるような、そうゆう形に考えて頂き

たいなと、今原田さんの話を聞きながら思いました。 

 

奥山恵美子(立候補者)： 

コッペの皆さまには、いつも仙台市役所の方にも販売に来て頂いたり、色々と作業所の方

でご指導いただいたりしておりまして、いつも本当ありがとうございます。 

おっしゃられた様な事例ですが、障がいの当事者の方に対する、せっかくお持ちの方が、

障がいにも関わらず、様々な販売や接遇で頑張ってらっしゃるのに、やはり色々な注意が

いとどかない、作業が時間がかかる、色々なことで、場合によっては苦情があったりする

というのが、今の社会の現実だろうと思います。やはり、最初の方のお話しにもありまし

た通り、どうしても当事者の状況と社会の全体の理解の中に、まだまだギャップがある。

しかし、だからと言って当事者の方に、出て頂かないのでは、更に理解が深まらないとい

う悪循環でございますので、当事者の方にとっては大変不本意な場面が出てくることは、

確かかと思いますけれども、やはり広く社会に出て頂く様に、我々も働きかけ、そして当

事者の方も、そのことに積極的になって頂きたい。 

さらに、先程の杉山さんから話があったように、そこでどうしてもなかなか救いがたい

様な状況が立ち至った場合には、おそらくは救済委員会なるものは、そういった場合に、

ある種の制度的な判断、そして支援、また理解を深めるさらなる機関として、きっと力を

出していくのだろうというような気もいたしておりますので、そうしたものが、どうやっ

たら可能になるのか、どうやったら相手の方に、そんな事は知ったことじゃない、とか言

われたり、それは勝手なそちらの言い分だと言われることが無いように、お互いの理解が

深まるような形での場にできるのか、その方策とかも含めて、いろいろとこれからご意見

を頂いていく、大きなテーマだという風にお話しを受け止めさせていただきました。 

 

熊谷(参加者)： 

一般社団法人 日本福祉支援協会の熊谷と申します。 

主に精神障がい者の支援をしているのですが、一番のメインは住まいの支援で、グルー

プホームとか、そうゆうものを一般の賃貸住宅、あるいはアパートを借りてやっているん

ですけれど、実は精神障がい者の方が住むために使うんだという事を言うと、結構断られ

てしまうんです。これが、なかなか住宅を確保できない大きな理由なのです。その他、震

災後物件が非常に少なくなって困っているところもあります。特に１Ｋのアパートも、今
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はがれき処理の職員の方が使っている様で、とても少なくなっている、それで、非常に確

保しずらくなっています。 

例えば、不動産の持ち主が個人主の場合もあると思うので、その辺でいかに差別がない

ような形で使えるのかどうかということが、このグループホームをやっている事業者にと

っては、かなり大きな問題になると思っております。実際、基本事項の３番にはあります

が、その辺のところを解消できるような、社会資源を上手く使える様なものになっていっ

て欲しいなと思います。宜しくお願いします。 

 

奥山恵美子(立候補者)： 

グループホームの家主さんの理解の問題。こちらの条例の会仙台の事例集の中にも、同じ

ような構造の事案があったように先程拝見をいたしておりました。こうした事例を具体的

に、解決していく。少なくても、解決の俎上に乗る様な話合いの場を作っていく。そうし

たことができれば、大きな前進につながるきっかけになるだろうと思いますので、そうし

たお困りの部分も、こうした中で解決できるような社会になっていくように、ご一緒に務

めていきたいと思います。なかなか具体的には今、本当に、一時期は 16%の空き家率が

あったのですが、今は一桁の前半、ほんの数パーセントの空き家のところで、常日頃でさ

えご苦労されているのが、更にご苦労のことだと思います。 

 

黒崎(参加者)： 

みどり会の黒崎と申します。私の場合は家族からの立場で仙台市に要望したいと思います。 

１つは、うちの場合は難病と精神病と２つ病気を抱えて重複している家族です。そうす

ると、精神障がいの病気で入院するのではなくて、他の難病の方で内科や外科の方に入院

する時に、ものすごい差別なんです。病院、病室、どちらからも針のむしろの様な状態で、

精神障がい者と同じ部屋で入院はしたくない、そうゆう事で、私どもは何度か個室を選ん

で入院したのですが、１回入院すると４ヵ月位かかるわけです。そうすると、金額的に相

当なものを払わなければいけない、それを払える家庭なら良いかもしれませんが、なかな

かその金額を払うのは難しい。 

そうゆう事と、それを理解して頂くために、やはり皆さん市民の皆に理解してもらう 1

つの方法として、仙台市の広報誌を利用させて頂きたいのです。昔 10 年位前に「DV に

ついての理解」の事が載った事があります。市政だよりの一番裏を使って載った。近所に

DV の方がおりまして、奥様が夫の暴力で身の危険を感じる状態、という相談をかかえて

おりまして、そしてその市報を見て頂いたのです。私でも、DV というものが分からなか

ったのですから、そうゆう状態の時に、町内会長を始め皆さんが理解しました。理解促進

のためには、市政だよりに掲載することが効果があったということをお知らせしたいと思

います。 
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奥山恵美子(立候補者)： 

ご家族の立場でということで、精神に様々な困難をお持ちの方が、肉体の面でもご病気に

なられると、二重に治療していかなくてはならないのですが、それはなかなか今まで難し

い。仙台市立病院でも難しい。色々な病院でも難しいというようなことで、今改めて新仙

台市立病院の中で、精神と身体の合併症をお持ちの方の入院と治療ができるような病棟が

必要だということで、今仙台市として取り組みたいと思っているところでございます。 

なかなか精神の先生で、健康面も一緒に診ていただけるという精神の先生が非常に少な

いというのが現状でありまして、改めて皆さんに申し上げられるのもなんですが、精神科

の先生、全国に数多くおられますけれども、公立病院の精神科でお仕事して下さる先生は、

その中の５パーセントから６パーセントもいらっしゃらない、というのが実態だと思いま

す。しかし市民の皆さんの中で、必要な先生でございますので、その確保に向けて全力を

つくしておりますが、なかなか困難だというのが本音の部分でございますけれど、しかし

皆様から長年ご要望を頂いているところでございますので、一生懸命に取組ませて頂きた

いと思います。 

 

 

鷲見(参加者)： 

みやぎアピール実行委員会でいつもお世話になっております。鷲見です。一応、アピール
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実行委員会とし、今回の市長選の候補者に対しての、公開質問状を用意してきましたので、

後でお渡ししますので、宜しくお願い致します。 

まず、今回のこの４年間の福祉の仙台市の福祉情勢に対してのプランというか、どうゆ

う福祉を作っていきたいかというものを、もしプランとかあれば、お聞きしたいなと思い

ます。宜しくお願いします。 

 

奥山恵美子(立候補者)： 

アピール実行委員会の皆さまからは、毎年皆様の様々な課題について、私どもに問題提起

と質問状を頂きまして、ありがとうございます。公開質問状については、今日いただいて、

ご回答は今日この場ではできませんので、後日お答えさせて頂きます。 

そして改めまして、プラン、それから今回の法律のこと、そして条例のこと、そして今

までの継続の事業として進めてきたこと、お答えをすることは多岐にわたりますので、公

開質問状とご一緒にお答えさせて頂くということで、今日は時間が限られているものです

から、申し訳ございませんが、その様な形にさせて頂きます。 

 

諸橋(司会)： 

はい。今、時間が限られているということですが。８時までというお約束ですので。他に

いらっしゃいますか? 

 

森田(参加者)： 

高齢者生活協同組合の森田ともうします。ワーカーズコープでは大変お世話になっており

ます。奥山さんに３つ、ご質問ご要望がございます。 

まず、第１は、仙台市の震災復興計画。これは平成２３年の１１月に作られております

が、この 20 ページの中に、「一人一人の暮らしをささえる」という項目がございます。

この中に「誰もが安心して生活できるきめ細やかなケア」というのがあります。私たちは、

高齢者協同組合ですので、高齢者が安心して、誰もが暮らし続けられるという意味では納

得しているのですが、この他に、やはり障がいのある人達の命を守る。そして、共に生活

を支えていく、共生のセンター等が必要なのではないかと思うのですけれど、そうした事

も含めて盛込んでいただければと思います。 

それから２つ目ですけれども、これは２年前の３月１５日に出来上がりました、仙台市

の「総合計画 2020」というものです。これは 10 年間の、2011 年から、震災直後から、

10 年間の総合計画を策定したものなんですが、この７７ページの「４」のところに「障

がいが安心して自立した生活ができる街つくり」というのがございますけれど、確かに基

本目標のところには「障がい者の自立した地域生活を支えるサービス基盤の整備」とある

んですけれども、私たちは、高齢者の暮らしならびに、障がいのある暮らし、若者たち、

引きこもりの人たち、子どもたち、シングルマザーも含めて、色々な方が共に共生できる
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街つくりを目指したいと思っておりますので、その中ではやはり、自立生活センターの支

援を大いにやって頂きたいと思います。これは、杉山さん達がこれまで 18 年にわたって

活動し続けてきた宝物だと思っております。私も、自立生活センターの方々と一緒に活動

してきましたが、生協を辞めてからですが、高齢者協同組合を準備する中で一緒に NPO

の方々と協働組合が共に手を携えて、活動してきた結果だと思っております。ですから、

ここではやはり当事者の方々の組織を支援していく、制度は必ず必要ではないかと思いま

す、これは宮城県の項目の中に浅野史郎さんも盛り込んでいるのです。自立生活センター

を支援していくということを。ところが、仙台市内の自立生活センターCIL たすけっとの

方たちは、何も一文字も、自立生活センターを支援するというところは、考慮されており

ません。ぜひ、この点を付け加えて、総合政策の中に具体化をして頂きたい。 

最後に、今地下鉄の建設が進んでおります。この地下鉄東西線は、聞くところによりま

すと、南北線の下をくぐって、建設がされる、トンネルが掘られる。そして、駅舎が建設

されるということですが、この中では、高齢者、障がい者、子ども達、ベビーカーを抱え

たお母さん達は、非常に苦労すると思うのです。そうゆう事が予見されて、どうしていく

のか、色々な反対運動がありました。そして、2700 億円をかけて作る必要もあるのかと

いう議論もございました。そうした中でバリアフリーを地下鉄の中に盛込んでいただきた

い。みんながいつでも、どこでも自分達の力で移動ができるという、そういった理念をど

うゆう風に実現されているのかという事を、非常に危惧を持っております。一方では市バ

スが間引きされております。南北線の市バスは１時間に２本位のところもあります。こう

いった事も解消しなくてはいけないと思います。 

コミュニティーバスとか、もっと低床型のバスを導入して頂いて、街のバリアフリー化、

障がい者、高齢者、こども達にとって優しい街つくりを、ぜひとも具体的に公約の中で実

現していただきたいと思います。 
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後日、高齢者生活協同組合の森田さんから当日の発言要旨を頂きましたので掲載致します。 

 

（宮城県高齢者生活協同組合： 森田の発言要旨は、以下の３点） 

  

（１）「仙台市震災復興計画」(平成 23年 11月）ｐ20「一人ひとりの暮らしを支える」（生

活復興プロジェクト） 

・誰もが安心できるきめ細かなケアー高齢者が安心して暮らし続けることができるよ

う地域包括ケアーとあるが、『障がいのある人々の命を守る」「障がい者、高齢者、

子ども、シングルマザー、閉じこもりの若者などを対象にした、地域共生センター

の構想を具体化する こと』を要請します。 

【回答】 

奥山市長答弁⇒調査して回答します。 

 

（２）「ひとが輝く杜の都・仙台総合計画 2020」(平成 23年３月 15日 大震災直後の制定) 

2011～20年の１０年間計画。ｐ77（４）「障害者が安心して自立した生活が送る 

ことができるまちづくり」 

・「基本目標ー障害者の自立した地域生活を支えるサービス基盤の整備」とあるが、

『自立生活センターの支援を明記すること。杉山君たちの自立生活センターたす

けっとの人々の活動をはじめとして、当事者の人々の自立に向けた活動支援を明

記する。宮城県知事の浅野史郎は自立生活セン ター１３か所設立を計画化し

た。』ことを要請します。 

【回答】 

奥山市長答弁⇒調査して回答します。・・・ 

 

（３）『地下鉄東西線建設が進行しているが、南北線のトンネルの下をくぐって建設され

る東西線の駅舎プラットホームは、地下奥深いところへの到達には、障がい者、

高齢者、ベビーカーの使用者へ配慮したバリアフリー施策が必要』また、『開通

後に市バスの間引き運転が始まることが想定される。現に南北線の沿線はピーク

時以外の時間帯のバス運行は１時間に２本くらいの間引き運転になっており、不

便極まりない。地下鉄東西線建設反対の声もあることを考慮してもらいたい。 』 

【回答】 

奥山市長答弁⇒地下鉄東西線は９割がた建設進行している。４層地下にある駅舎

は、南北線のエレベーター接続の際のバリアフリーの不備を反省し、改善した設

計となっている。地下鉄東西線反対運動は承知しているが、現在は東西線の客数

増を図る施策を図っている。 

  

（以上、８月１日記 森田眞理） 
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奥山恵美子(立候補者)： 

震災復興計画の中の、具体的な記載の無い部分についても、障がい者について、しっかり

とケアを進めていく様な、まあ共生のセンターという様な、このセンターというのが、場

所の問題だとすると、ちょっと時間を頂かないと、場所の解決にはならないかとは思いま

すけれども、しっかりと復興の中で障がい者の皆さまのいろいろとご不自由なところをお

聞きしながら、可能な生活と手立てについて、ご支援をしていきたいと思っております。 

そして、仙台市の総合計画のほうですけれども、自立生活センターに向けて、どのよう

な支援が可能か、これは宮城県の方が今、どのような形で、浅野知事が書いたものが生き

ているか、改めて私も再度勉強させていただきまして、その関連の中で仙台として、どの

ような事ができるかを、改めてご返事を申し上げたいと思います。 

地下鉄に関しては、今回の地下鉄は、地下鉄南北線が非常にエレベーターの繋がりが悪

くて、エレベーターから地上に出るまでに、非常に何回か乗り換えが必要であったり、ま

たエスカレーターが一方方向であったりして、高齢の方や障がいをお持ちの方が、非常に

移動し難かったということがございました。その反省に基づきまして、地下鉄東西線は確

かに４層の地下になるのですけれども、エレベーターにつきましては全地下鉄駅に、ご利

用頂ける様な形で、よりバリアフリーに配慮した形で作らせて頂いておりますので、駅舎

の建設については、南北線よりは相当程度にバリアフリーが向上しているのではないかと

思っております。地下鉄東西線の建設については、この間、様々なご議論がありご反対も

あったわけでございますけれども、私といたしましては、今、地下鉄東西線は９割がた完

成をする中で、より多くの方に乗って頂く、そのための努力をするべき段階にきていると、

思っておりまして、そういう中ではバリアフリーも積極的に進めながら、安心して乗って

いただけるような地下鉄になるように、なお開業に向けて努力をさせて頂きたいと思いま

す。 

 

諸橋(司会)： 

障がい者雇用の問題です。ずっと就労支援に関わってきました。 

今、仙台市チャレンジオフィスということで、奥山市長が積極的に、そのワークを拡大

されてきたというとこがあります。ただ、仙台市の正職員は、なかなかそこまで広がって

いかないし、非常に限られた雇用になっている。今後、知的、精神、発達の方とか、多様

な就労の要望のある人を、他の部署でも雇用していただきたいという要望が 1 つ。 

もう 1 つは、けっこう就労はこれから進むと思うのですけれど、非常に露骨な障がい者

差別も、同時並行的に起こっているということがあります。もともと雇用していた企業の、

雇用している障がい者に対する扱いというのが、結構暴力的な指導が入ったり、でこピン

をやったりする企業もあって、雇われた人が、鬱的な傾向で、なかなか次のステップに繋

がらないという事例がありまして、そうなりますと、それなりの強力な指導と言いますか、
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それが条例の中に必要ではないかと思います。もし訴訟が起きた場合とか、どうするのか

という事が、条例の中身として、たくさん出てくると思いますので、できましたら具体的

な事例を、もう少し詰めた場を、もし当選されたあかつきに、なんとかそうゆう機会を、

ぜひ作って頂きたいと、お約束していただきたい。 

できたら、条例制定の為の委員会というものを、もし作るとしたら、ぜひ積極的にそう

ゆう問題について関わってきた人たちを加えた形で、条例制定運動と条例制定つくりを並

行してできないかと思います。 

 

奥山恵美子(立候補者)： 

様々な就労の拡大ということで、これは仙台市役所も 1 つの職場として、みなさまの就労

について支援をする、指導をする、という行政という立場もありますけれども、1 つの職

場としても、まだ雇用の法定数を満たしていない部分もありますので、しっかりとそれを

実現するように努めていきたいと思います。また、その指導につきまして、どこまでが、

この条例で可能かということは、関連の労働規制の方と、少し整合性をはからせて、勉強

させていただきませんと、あるいは労基法との関係とかも出てくるかもしれませんので、

そこはまた宿題としてお預かりしたいと思います。 

 

今日は、多岐にわたるご意見を頂きまして、本当にありがとうございました。 

 

諸橋(司会)： 

５分程、頂いた時間をオーバーしてしまいましたけれども、今後ともぜひ皆さんのご意見

を、もう少し、具体的に詰めた形で、これからお話しできる機会もあるかなとも思います

ので、ありがとうございました。 

 

奥山恵美子(立候補者)： 

今日は、ご意見を頂きまして、ありがとうございました。杉山さん、どうもありがとうご

ざいました。お元気で。また。 

 

 

 

 

 

奥山さんとの懇話記録は以上 

 

 

 


