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第 3期第 1回多治見市子どもの権利委員会

議 事 要 旨

Ⅰ．開催日時：平成 22 年 2 月 24 日（水） 13:30～15:30

Ⅱ．場所：多治見市役所本庁舎 3 階緑の会議室

Ⅲ．出席者（敬称略）

＜委 員＞ 坪井由実、松川芳高、酒井光幸、市岡敬、星崎直子、奥村美紀、牧野民賀

＜事務局＞企画部長 土田芳則、人権推進室長 打田浩之、人権推進室 大島好隆、山内祥子

＜欠席委員＞柏信之、吉田企貴

【資料】資料№１ 子どもの権利について

資料№２ 子どもの権利条例リーフレット案

企画部長あいさつ

（省略）

会議録及び議事録の公開について

・ （事務局）多治見市情報公開条例第 23 条に基づいて、多治見市子どもの権利委員会の会議及び議事録を原

則公開することになっているので、ご了承願う。

自己紹介

（省略）

Ⅳ. 議事要旨

１ 会長及び副会長選出

・（事務局）事務局案として、会長を坪井由実委員、副会長を松川芳高委員にお願いしたいと考えるが、いかが

か。

・（委員）（異議なし）

・（会長を坪井由実委員、副会長を松川芳高委員とすることに決定）

会議録及び議事録の公開について

自己紹介

議題及び内容

１ 会長及び副会長選出

２ 多治見市子どもの権利条例・計画及び委員会趣旨について

３ 委員会スケジュールについて

４ 意見交換

５ 子どもの権利条例リーフレットの作成について
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２ 多治見市子どもの権利条例・計画及び委員会趣旨について

・（事務局）（資料№１ 子どもの権利について をパワーポイントにより説明）

・（会長）授業で２、３回分の内容だった。今後のスケジュールの話もするが、パワーポイントを見て、意見、

質問を出して頂く。

３ 委員会スケジュールについて

・（事務局）（式次第裏面 第 3 期子どもの権利委員会スケジュール に沿って説明）

４ 意見交換

・なるべく第 2 期の人達の提言を受け入れていく。自己肯定感の状況データは 57.3％だ。40 数％は、「私が嫌だ、

私なんかこの世に生まれてこなければよかった」ということみたいだ。自分が嫌だという思春期独特の自分崩

しの時期がある。中１くらいに、今の自分を否定して新しい自分に育っていくという時期がある。お父さん、

お母さんに甘えていて、幸せ気分に慣れていたのが、「俺は俺だ。」と頑張り作戦の始まり。お母さんのことを

「くそばばあ。」と言ってみたり、否定でも色々あるから、一概に 75％目標となると、そういう思春期が無く

なって困る、という事も少し思った。まずは、多治見の現状を知りたいと思う。現に悪戦苦闘している校長先

生もみえるので、意見を聞きたい。

・（事務局）校長先生にお聞きしたい。自分が嫌いだというようなお子さんはみえるか。

・（委員）どういう質問の仕方をしたのか気になる。自分がこうなりたいとか、自分にこういう可能性があるか

ら今こういう事を頑張っているなどといった、夢や希望を持っている子は 90％以上いると思う。それが自己肯

定感だ。要は自分に対して夢を捨てていないから。それを自分の事が好きか嫌いかと聞かれたとすると、自己

肯定感ではなく、先生のおっしゃったような、思春期特有のものかもしれない。多治見市の小中学校に適応で

きず、例えば相談室へ自分は勉強したいという思いを持って通っているとすると、それは自己肯定感である。

現実として 80％ぐらいは越えると思う。

・（事務局）質問は、「あなたは自分のことが好きですか」である。

・（委員）「あなた本当に自分のことが好きなの」と聞かれると、大抵の人は疑問を持つ。

・（事務局）そんな数字（57.3％）になるような状況ではないということか。

・（委員）学習の様子、生徒会の動き、活動の様子をみても、目標を持って動いている。

・（会長）自分を肯定しているというのは 80％以上というのが、市岡委員の感覚だが、子どもに聞くのが一番だ

と思う。市民の意見を聞く事が課題だと思う。対話、話合い、子どもたちと、また親との対話が一番大事だと

思う。データを高めていくためには。家庭、学校教育でもやれることだと思う。多治見市の子どもの現状は、

他にはどうか。

・（委員）「自分が好き」という言葉に対して、半数が好き、好きでないと答える。聞き方の問題だと思う。さわ

らび学級に来ている子も半数以上が夢や目標を持っている。そういう状況にある子でも、自己肯定感を持ち、

努力している。そういう子たちに「自分は好きか」と聞けば、「自分の事は好きではないかもしれないが、頑張

る。」と答えたりする。ある目標に向かい努力している姿勢は、自己肯定感に裏打ちされているともとれる。表

面的な好きか嫌いかという聞き方だと、こういう結果になる。根本的、基礎的に、子ども達は自分を認めなが

ら高めていこうという気持ちを持っていると思う。

・（会長）色々マイナス部分もあるが、まるごと一人一人を認められる部分もある。宿題をやってこない場合も、



3

まるごと全体を受け止めて欲しいと思っている。家庭でも、抱きしめるということが大事だと思う。

・（委員）私は逆に、50％を超えているのは高いと思っている。０から 3 歳までの子育てをしている母親を見て

いるが、痛々しいほどがんばっているのに、自分で良し、とできていない。「お母さんもう十分だよ。」と思う

が、不安な気持ちをいつまでも持ち続け、どこまでやったら OK がでるのかという気持ちを持っている。そん

な母親たちと向き合っていると、母親たちに、「まずそのままでいいよ」と伝えてはじめて、子どもも自己肯定

を持つことができると思う。半数以上の子が自分を好きといえることは、とても高い数字だと思う。

・（会長）小、中、高別のデータは、小学校は 80％位で、中、高校になると落ちる。傾向は健全であり、全国的

にもそうである。親子でどれだけ自己肯定ができてきるか、おそらく難しいものがある。

・（委員）以前、中高生スペースで勤務した。今は牧野委員のように、子育て中の親と一拍置いて関わっている

視点からと、4 歳、小 6、中２の親としての視点から、とても複雑な気持ちで聞いていた。中２の子どもが、

自分を嫌いと答えていたら親として悲しい。親が自分を認められないのは私自身もそうである。「もっと自分を

誉めていかないかんよ。がんばっとるんやで。」と人に言われるのが救いの言葉になって、前に進めることもあ

る。自分を認められないので、なかなか子どもも認められない自分がいる。一拍も二拍も置けば、「うちの子頑

張ってる。」と認められるが、今多分、情報がありすぎたり、いいお母さんにならなければいけないと思ってい

る、自然体でない親が多いと思うので、そういう親が育てていると、なかなか子どもも自然の自分を出すこと

ができないのかなとも思う。自分が好きだから、自分を守るために一生懸命暴れる子もいる。そんな子に、「自

分のこと好きか」と聞いたら、「嫌い」と答えると思う。アンケートでは子どもたちの生の声は拾えない。好き

か嫌いか、自分の中でも半々だと思う。

・（委員）自分の中でも半々というのは、発達推進力でもある。みんなが自己満足で、自分を誉めていてばかり

では前進が無い。くじけて立ち直ることもある。幼児教育はどうか。

・（委員）自己肯定感の話はよく聞く。中、高になっている子も小さい頃に保護者に守られて育てられている。

育て方、環境で、今の子たちが存在しているということだが、小さい子は自分の事が好きだと思っていると思

う。伸び伸びしている。自分のことを振り返ってみても、中学高校のとき、自分のこんなところが嫌だけど、

こんなところが好きと思っていた。それがどんどん膨らんでいって、どちらに膨らんでいくかによって違うと

思う。そこでおとながちょっと助言をしたり、手を差し伸べることで自分の進む位置が決まったりすると思う

ので、幼少の頃からうまくつながっていくと良いと思う。

・（委員）57.3％は低いと思う。子ども相談センターで出会う子ども達は自己肯定感が無い。私が悪いから叩か

れると言う虐待を受けた子たちや、非行の子どもも自分は悪い子と思っている。そういう子たちは、全体の中

では、極端な育てられ方をしている一部の少数の子だと思う。大抵の子は、普通に愛情を持って育てられてこ

れば、自己肯定感を持つと思う。私は大事にされている、愛情を授けられていると、60％近くしかないという

のは、低いと思う。以前、児童福祉司や心理判定員等もしてきた。どういうふうに子ども達に聞くか聞き方に

もよるかと思う。多項目で多面的に聞かないと出てこないかもしれないと思う。好きか嫌いかだけでは、なか

なか掴みにくいと思う。

・（会長）虐待の場合は、自分が悪いと思って、親をかばおうとする。そのあたりは屈折している。その子ども

が「自分を好きか」と聞かれても、「自分はダメだ」と思っている。子ども相談センターに行っている子どもは

そうでも、それ以外の子どもはそうでないとするなら、60％は低いということだと思う。だが、子ども相談セ

ンターに係る子どもでなくても、非行に走る子どもの気持ちが分かったり、何かをしてしまったりする子ども

がすごく多い。子どもの自己肯定感を高めるのは、子ども相談センターの仕事でもあるということか、また虐
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待する親や、虐待してしましそうな親の相談も受け、親の自己肯定感を高めることもそうか。

・（委員）そうである。

・（委員）「自分のこと嫌いじゃない人」と聞くと、（数値が）上がると思う。「好きか」と聞くと上がらない。中

学生を見ているが、思春期で、色んな感情の動きの中にいて、難しい時期でもある。しかし、卒業式で思いを

聞くと、感謝とか、進む道に希望を持っていたりする。「僕は一人じゃない、離れても仲間と一緒だ」という思

いを 3 年かけて育てている。そういう段階の子達はかなり自分に満足している。発達段階も、教育活動のプロ

セスもあるので、その辺りを考慮すると一概にそのままには捉えられない。卒業式等では、かなり満足してい

る子が多いと思う。

・（会長）そう思う。データの恐ろしさだ。一人一人が、3 年間でどう変わっていったかというのが大切。例え

75％の数字が達成できなくても、3 年間の現状をより正確に把握できる対話の機会、学校の先生達との対話の

機会も持てると良い。

・（委員）第 2 次推進計画の中で、3 番に「子どもの居場所づくりの推進」とあるが、これは当たり前の事であ

る。どう取り組んでいるのか。また、いわゆる子どもの居場所として、学校が第一にあげられるべきだが、学

校の事が書いていないのはなぜか。公民館、さわらび学級、キキョウフレンド、中高生スペース、ウィズ・チ

ルは居場所づくりを進めていく付属にはなるが、やはり、子どもにおいては、（教育委員会も不登校０を目標に

やっているが）学校にいることが自分の活動の中心で、学校が子どもの居場所であるという捉え方をする。推

進計画に学校教育の充実、学級の正しい活動などの項目がないのは、何か意図はあったのか。

・（会長）良い質問だ。札幌でもこれが一番の問題だった。条例の第 2 条 2 項では、「居場所」とは違うが、子

ども施設を、「児童福祉法に定める児童福祉施設、学校教育法に定める学校その他の子どもが育ち、学ぶために

通学し、通所し、又は入所する施設」と書いてある。子どもの最も長く居る居場所というと学校である。だが

実際、施策となると、なかなか難しいということなのか。酒井委員が言われることは、確かである。

・（事務局）学校を入れていないことには、意図はない。

・（委員）人権推進室として力を入れていくのはこの点で、学校教育は学校教育の方でどんどん進めて欲しいと

いうことだと思う。学校教育にまで触れていくのはなかなか難しい。

・（事務局）個人的意見だが、学校は行かなくてはいけない場所で、選択性が無い。本当に自分が自分らしく居

られる場所がどこなのか。学校が一番長く居る場所なので、学校でほっとできて、自分らしくいられるのが一

番良いが、そうでない子も多分いる。その子が学校の中でほっとできる場所を見つけても良いし、学校以外の

場所で自分らしく居られる場所を見つけるのも必要かと思う。学校はもともとそれを目指している。自己表現

できる場所であって欲しいと思うし、そうであるだろうと思うが、やはり人それぞれ、子ども様々だ。推進施

策の中に、学校が外れていたのは申し訳ないと思う。それほど意図があったとは思わないが、市として施策を

うっていけるところを書いてあると思うし、学校はそもそもそういうところという認識ではいる。

・（会長）今現在、酒井委員が、不登校の、居場所が無いどころか、体ごと「行きたいけどいけない。」と反応す

る子達と関わっている立場からすれば、学校に居場所がなく、学校は楽しい場所であるはずなのにそうでなく、

多くの授業が苦痛で、友達関係の中で居場所をなくしたりする子どもに対し、慎重でなくてはいけないが、い

つも「居場所づくり」と言えば学校にあるべきだと思う。だから、子どもとの対話集会でイメージしているの

は、公民館や児童館でなく、学校でやるのが当然だと思っている。犬山も独自のやり方をしているが、対話は

学校がいい。学校建築でも、ほっとできる空間として、かくれ家ロフトを設けているところもある。学校に対

し遠慮するのでなく、（事務局には）学校を肯定して働きかけていく努力をするようにお願いしたいところであ
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る。

・（室長）個人的に、家庭が、一番ホッとできる場所であってほしい。学校もホッとできる場所だったが、個人

の状況により、常時居心地が良いかというとそうでない。ならば外に代わるような場所が必要ではないか。沢

山そういう場所を作れば、その時はどこか自分のほっとできる場所に行けるのかと思う。

・（会長）それはそうである。そういう場所が家庭でないといけないし、学校と別のところになくてはいけない。

今、子どもの生活で、この辺だと、繁華街といえばどこへ行くか。

・（事務局）繁華街は無い。

・（会長）子どもの生活が、振り子型からトライアングル型に変わった。学校に居場所は無く、家庭も今いちと

いう場合のもう一つの居場所が出てきた。名古屋だと栄である。そういう生活の中で話せる場所がある、そう

いう状況でなんとか自分を保っている思春期の子どもが多い。トライアングルの中で、学校が抜け落ちると、

不登校やいびつな振り子になる。第三の場所が地域にあることは大事であり、学校も家庭にも地域にも居場所

があるのが一番である。

・（会長）諮問は特に出てこない、計画評価等についてはこの委員会に意見を求められることがあるとのことで

ある。

５ 子どもの権利条例パンフレットの作成（改訂）について

・（会長）パンフレットを変える趣旨は何か。

・（事務局）部数が足りなくなった事が一番だが、以前との変更点は、２ページに「子どもの権利条例とは」と

いう項目が加わった。カラーにして、絵や字が大きくなった。「子どもの権利の取組み」は、変化していくため、

削った。

・（会長）市民の皆さん向けである。条例の作りはじめの時期は「条例って何」という項目は必要がなかったと

思うが、時間が経ったので加わったということだと思う。

子どもの権利の特徴は、おとなの権利と違って、法的でなく、おとなが認めて実践される中でしか保障され

ないものである。市民や、色々な施設や学校等で認めてもらわないと機能しない。自治立法は市民形成があっ

てしか動いていかないものである。また、リーフレットは、手にとって読む気がしなくてはいけないものであ

る。

・（事務局）3 月 5 日ぐらいまでに意見をお願いしたい。例えば、以前リーフレットを発行した時、「子どもに言

い聞かせる」という不適切な表現があったと、委員会から指摘を受けたので、今回は事前に意見をお聞きした

い。

・（会長）今回は、子どもを見下すような表現を入れないように作ってあるということか。

・（事務局）そのつもりだが、思い込みで入ってしまったかもしれないので、確認をお願いしたい。

・（委員）正式に「子どもの権利に関する条例」であり、「子どもの権利条例」は略式。これがよくわからない。

正式には「子どもの権利に関する条例」なら、HP 等でもそうしないといけないのでは。なぜ「関する」が入

るのか。

・（事務局）条例名は「関する」が入る。全国的には通称名として「子どもの権利条例」としている。使い分け

には、ルールは今のところない。

・（会長）国会で、「児童の権利に関する条約」でなく「子どもの権利条約」でもいいと簡略化している。ただ、

２つあるようで混乱するということだと思う。
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・（委員）「関する条例」とあると、解説書なのかと思ってしまう。

・（事務局）略称でいうなどとはどこにも規定してないので、ルール化されてないというのは、ご指摘のとおり

である。使い分け方は決めないといけない。

・（会長）多治見の条例は、国の条約と同じ言い方になっているが、「権利」を入れるのを認めない自治体は多い。

豊田市も愛知県も「子ども条例」、札幌市も「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」となって

いる。通称は「札幌市子どもの権利条例」である。多治見市は簡略化しても正式名に近い。

・（会長）市民に知ってもらおうと思ったら、「多治見市子どもの権利条例ってなあ～に」じゃないが、見出しを

変えたほうがいい。

・（委員）酒井委員が言われたように、子ども向けリーフレットのタイトルは「子どもの権利条例」になってい

るので、おとな用タイトルも「子どもの権利条例」にしてもいいかもしれない。

・（委員）知識のない親の視点からすると、学校から子どもが持って帰ってきたときに見ない資料だと思う。児

童館にいたときも玄関先にあったが、長い期間置いても量が減っていかなかった。これが、どうして目にしな

いといけない資料なのかというのが、最初があまりにも硬すぎて、関係ない、関わりたくないと遠ざけてしま

って、結局伝わらない。これを親が知っておくことがなぜ必要なのか、大事なのか分からないし、子どもたち

も自分を守るために一度読みなさいというところまで行かない。表紙の上に鑑文が一枚いるのかとも思ったり

もするが、「権利」ということばを普段使わないので、ことばが難しくて、関係ない資料として雑紙に入ってし

まいかねない。仕事で関係したので見たが、これを一字一句理解するのはとても大変な作業だった。「関する」

を入れる入れない以前の問題で、難しいからもういいやと、届かないものになってしまってないか。せっかく

新しく作るなら、一度は読んでよというやさしい問いかけがあるようなものが、これに一枚くっついていると、

読んでみようという気にもなると思う。全く知らない者からすると、ハードルの高い文章で、知っているもの

しか知らないよという感じになる。児童生徒に配布しても、伝い手の思いが伝わっていないのが、とても残念

だと思う。

・（会長）今おっしゃったことは大事だから、学校等に配るときは、これにわかりやすい鑑文をつけることはも

ちろんだと思うが、表紙のデザインを少し変えるといい。

・（委員）もっと語りかけてもらっているような、「読んでごらん、見てごらんよ」と親さんに対しても呼びかけ

るようなものだといい。

・（会長）これは、札幌の子どもの権利条例市民会議（こどけん）のパンフレットだが、市民を意識したものに

なっている。「子どもの幸せなまちはみんなも幸せ」「子どもの笑顔は、みんなの笑顔」「子どもの元気はみんな

の元気」「子どもの権利はみんなの権利」つまり、子どもの権利を保障するのは市民の権利なんだ。おとなも子

どもも幸せでないとだめだよというようなフレーズである。多治見もそのようなものをつけるといい。

・（委員）このハードルを少し低くしてもらえたら、知らない者も読みやすいと思う。分かりやすく入って行け

ば、字が細かくなっても読み続けると思うが、最初でギブアップになると奥まで進めない。また、「子どもの権

利」と出すと、おとなは関係ないと思う人も多いとも思う。読み始めは大事だと思う。

・（委員）11 月 20 日のたじみの子どもの権利の日のいいポスターを見た。「たのしくくらすけんり」「じぶんら

しくくらすけんり」「みんなとなかよくするけんり」となっていた。多治見の子は、「たのしくくらす」「じぶん

らしくくらす」「みんなとなかよくする」子なんだと思って、権利をやわらかく捉えることができた。

・（会長）そういうものを活かして貼り付けるといいのか。とにかく、「多治見市子どもの権利に関する条例」を

小さくし、もっと大きくキャッチフレーズを入れるといい。
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・（委員）とっかかりで専門知識のない人でも読めるようになると、もっと多くの人に読んでもらえると思った

ので、意見を言った。権利ということばが、まず難しい。

・（会長）子どもの幸せなまちづくりを進めていったのが条例なので、それが伝わるようなものがいい。

・（委員）こどけんと同じものを使ってはいけないということもないのでは。

・（会長）こどけん（市民会議）は、外野の市民団体である。多治見市の制定過程では、市民のサポーターがな

かなかできなかったということを聞いた。100 人くらいで毎月北大で会合を開いている条例のサポーターであ

る。条例は、サポーターがないと動かない。憲法とか法律と違って条例は作ったら終わりということはよくあ

る。

・（各市のリーフレットを、委員全員で見比べた。）

・（委員）他市と比べると文字が多い。

・（会長）奈井江町は、「子どもはまちづくりのパートナー」になっている。

・（事務局）札幌市条例制定資料のキャッチフレーズは、「子どもの笑顔が輝くまちに」である。

・（会長）「読んでみよう」というのはどうか。

・（委員）それなら「読みゃあよ」か。低年齢の子どもの絵が描いてあると低学年向けと思って通り過ぎてしま

う。現条例リーフレットの形と色は、いいと思っていた。

・（委員）パンフレットをひろばに持って行った。子どもを連れたお母さんに説明しようと思ったが、それは難

しかった。

・（委員）条例ができたと伝え、「それで何なのか」と言われたことはないか。そう言われたときに返すことがで

きたら、読んでくれたんだろうと思う。自分の中でかみくだけていない。そう言われたら何と答えるか。

・（会長）キャッチフレーズがあり、その下に「読んでみよう 多治見市子どもの権利条例」とあるといい。

・（委員）まず広げるところまではシンプルな感じがいい。細かい説明は毎回要らない、少しあればいいかと思

う。

・（事務局）考えてみたい。

・（委員）保護者も読みやすいことは大切だと思うので、発言した。

・（会長）閃めいたフレーズがあったら、事務局へ連絡してほしい。子ども、同僚、色んな人に聞いてみてほし

い。「子どもの笑顔が輝くまちに」をアレンジしたものがいい。「まち」をつくるというのが市民向けでいい。

最終的には事務局におまかせするが、一言ずつでも意見を言ってほしい。タイトル、中身についてもあれば送

ってほしい。


