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第 4 期第 13 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 27 年 2 月 13 日（金） 15:00～16:45 

Ⅱ．場所：多治見市役所本庁舎 5 階第 3 会議室 

Ⅲ．出席者（敬称略）  

＜委 員＞ 大村惠、小倉達也、酒井光幸、福井寛、熊谷満知子、奥村美紀、杉本侑織香、牧野民賀、 

望月彰 

＜事務局＞環境文化部長 水野髙明  くらし人権課長 東山雅子   

くらし人権課 丹羽純子、木村真希子、中上あゆみ 

Ⅳ．内容 

 

【資料】 

資料 1：第 4 期子どもの権利委員会スケジュール（平成 27 年 2 月現在） 

資料 2：事業実施状況評価票（様式） 

資料 3：平成 27 年度子どもの権利に関するアンケート調査について 

資料 3-① 平成 27 年度子どもの権利に関するアンケート調査実施スケジュール（案） 

資料 3-② 子どもの権利に関するアンケート調査項目＜平成 12・17・23 年度実施＞ 

参考資料：平成 25 年度施策に関する検証結果について（提言書） 

 

Ⅴ．議事要旨 

【議題】 

はじめに 

・ 委員会及び議事録の取り扱いについて（事務局説明） 

・ 会長あいさつ 

  先ほど提言書を市へ提出してきた。本日の議題にもあるように、今年度の検証・評価の取組みをふり

かえりたいと思う。また、提言書提出にご出席された委員からご感想などもいただきたいと思う。 

はじめに 

【議題】 

１．第 2次子どもの権利に関する推進計画後期計画事業実施状況の検証・評価について 

  ◎平成 25年度事業実施状況の検証・評価ふりかえり 

  ◎平成 26年度事業実施状況評価票について 

２．来年度のスケジュールについて 

３．子どもの権利に関するアンケート調査について 

４．その他 

５．その他 
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１．第 2 次子どもの権利に関する推進計画後期計画事業実施状況の検証・評価について 

  ◎平成 25 年度事業実施状況の検証・評価ふりかえり 

・ （事務局）資料の説明 

・ （会長）先ほど提言書を提出した際に、市長からお話いただいたことを委員のみなさまにご紹介いた

だきたい。 

・ （事務局）会長を含め 5 名の委員のかたから、市へ提言書を提出していただき、提言内容の説明を行

っていただいた。この提言を受けて市長が話した内容を説明したいと思う。まず、「子どもの貧困対

策に関する指標の把握」については、多治見市独自の数値データを調査してほしいという内容に対

して、教育委員会部局や福祉部局とも連携を取り、可能な限り子どもの貧困対策に関するデータを

集めると回答した。事務局としてもどのような資料があるのかも含め、各部署に照会しながらとり

まとめていきたい。次に、「子育て・子育ち支援、親育ち支援の充実」については、保健センターの

取組みや地域の取組みについて評価していただいたうえでの提言であるため、市長も現在進めてい

ることを認めていただいたことに対してお礼を申し上げたのと同時に、さらに精度を上げていくこ

とを約束した。「子ども情報センターの活用」については、バリアフリー化の検討と図書館分館の機

能だけでなく情報発信の部分をもう少し高めてほしいという内容であったが、市長からは市役所駅

北庁舎 3 階に子どもに関する部署である教育委員会、子ども支援課、保健センターと親子ひろばを

置き、さらに水と緑の公園を整備する計画があるため、今の子ども情報センターにとらわれず、子

どもの情報発信についてはいろいろな方法を考えていきたいという話であった。今までの施設のバ

リアフリー化にコストをかけるのか、新しい視点で行うのかということは検討したいということで

あった。 

・ （会長）印象としては、とても前向きに受け止めて、提言に沿って進めていただけるということであ

った。市役所駅北庁舎については、一度委員のみなさまに見てもらって意見がほしいということだ

った。今日は市役所業務が 17 時 15 分で終了するうえに、親子ひろばもお休みなので、また次回機

会を見て駅北庁舎を見学したいと思う。では、この 1 年間の事業評価の取り組みについて、ご感想

やご意見などを委員のみなさまからおうかがいしたいと思う。 

・ （委員）今回の提言内容は大きく 3 つあるが、私はやはり 2 つめの提言である「子育て・子育ち支援、

親育ち支援の充実」について考えるところがある。第 12 回委員会の時に、地区の子どもの居場所づ

くり事業の取組みについてお話いただいたのだが、本当に先進地区として活動していてこのような

効果があったとか、もっとこうすると他の地区にも影響があるとか、つまり地区の活動がいかに子

どもに反映されているか、どんな子どもにどのような活動を与えて子どもの居場所づくりを進める

かということなど、行っていることだけでなく課題などを私たちはもっと理解する必要がある。子

どもの貧困問題や気になる子ども、リスクの高い子ども一人ひとりを地域がどう見ているのか、地

区としては何をモデルとして他地区へ知らせたいか、何が良かったのか、居場所づくりには何をも

っと進めないといけないか、そういう点があったら教えていただくことにより、本当に親子を支え

るとか、地域で見守る仕組みが分かってくるのではないかと思う。 

・ （会長）今回は基本的にお話をうかがい、ぜひそのような実践を広げてほしいというところでとどま
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っているが、取組みの何が良かったのか、どういう課題があるのかといった分析ができると良い。

この委員会で分析することは難しいかもしれないが、そのような実践が広がるなかで分析も進める

ことができるのではないか。ぜひ次の課題として考えていきたいと思う。 

・ （委員）「子育て・子育ち支援、親育ち支援の充実」は、保育園が担っている大きな役割だと思ってい

る。保育園に通っている子ども一人ひとりの生活、育ちのなかで生じている問題をきちんと見つめ

直し、日々保育していく必要があるということを、この委員会に参加してより感じた。現在「マイ

保育園マイ幼稚園」登録制度に取組み、登録件数を増やすことを目標にして今年度取り組んできた。

しかし、登録件数をふやすことよりも、悩みながら子育てしている人を一人でも救うことができる

ことの方が私たちの役割なのではないかと思う。ある保育園の近くに住んでいるおばあちゃんがお

孫さんを預かっていて、一時保育をされたいと保育園へ来られた。今も保育園へ通っているが、園

庭開放にも来てもらい、子どもは他の子どもと関わることができている。マイ保育園マイ幼稚園登

録制度と園庭開放により、その子どもは他の子どもと関わることができた。やはり、本当に大勢の

子どもに来てもらうことより、一人でも救うことができることの積み重ねが大事である。なかなか

外へ発信することが難しく、情報は発信できてもなかなかキャッチしてもらえない。子育てに悩み

ながら育児している親が多いと思うが、いろいろなところで受け皿があっても利用できない親もい

る。その部分については保健センターが現在一生懸命取り組んでいるので、さらに充実していくと

良いと思う。一番大事な時期の子どもを保育しているため、今後も市として親の力になることがで

きるようにしていきたい。これからも委員のみなさまのご意見をうかがいながら勉強していきたい。 

・ （会長）大事な情報をいかにキャッチしてもらうかということは保育園だけでは難しい。今回の提言

にもあったように、保健センターだけでなく児童福祉も一緒に見守っていくという仕組みができて

くると、支援を必要とする親子に手が届くというか、ニーズを把握することができるシステムにな

る可能性がある。ぜひ提言した内容が今後どのように進んでいくかを継続して見ていきたい。 

・ （委員）市長が今回の提言を前向きに受け取っていただいたことが良かった。多治見市には子どもの

権利条例があることや、自分の意見や思いを言うことができることを、子どもにもっと知ってほし

いと思う。また、子ども情報センターでも他の施設でも良いが、子ども自身が主体的な活動をもっ

と行うことができるようになると良いと思う。児童センターや公民館、地域でもっと子どもを見守

り、子どもの居場所がさらにできると良いと思う。 

・ （委員）市長は積極的に提言を受け止めてくれたが、引き続きこちらから追究していかなければなら

ないと思う。最近は子どもが関係する悲惨な事件が続いており、いろいろな体制整備は進みつつあ

るとは思う。例えば見守りについていうと、見守って問題を発見すると、通告などを行う。しかし、

見守り体制として手が届くような体制づくりが大切だというが、発見して通告された先が手を届け

させる能力、忙しすぎて手が届かないという現実がある。佐世保の事件では、精神科医が児童相談

所へ通告したにもかかわらず、児童相談所が動かなかったということが問題になっている。その前

段階としては、最近虐待通告件数が増えているなかで、ほとんど丸投げで児童相談所へ届くと、児

童相談所はパンクしてしまうという背景がある。見守りの目が行き届いて何か手を打たないといけ

ないが、しかるべきところが手を打つだけの力があるのかということが次の問題になってくる。そ
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のあたりについて多治見市の状況はどうなのだろうか。個別に取り組んでいても難しいため、やは

り子どもを地域で見守る仕組み、言い換えるとネットワークが大切であり、一人ひとり、一カ所一

カ所の機関としては目の前の仕事でいっぱいだとしても、ネットワークによって有効な対策を届け

ることができる。したがって、先ほどのお話にあった地区については、地域のネットワークについ

てどのような仕組みができていたのかということが分析の視点になってくると思う。それぞれにで

きることとできないことがあるため、今後その部分を丁寧に分析し、どういうネットワークが必要

なのかということを明らかにしていく必要がある。その点について、国が示した仕組みとしては要

保護児童対策地域協議会があるが、全国的にはあまり機能していない。佐世保でも児童相談所が要

保護児童対策地域協議会で話し合うかどうか判断しなければいけないが、話し合わない結論になっ

たという話のように、まだ存在感があまりない。要保護児童対策地域協議会は、幼稚園保育園、小

中学校などいろいろな機関が集まり、市全体のことを話し合う会議と個別のケースについて話し合

う会議とに分かれている。きちんと組織化され、情報収集しやすく情報共有もできるようなネット

ワークの内容づくりをどうしていくかは、リスクの高い子どもに対する対策として非常に重要であ

ると思う。多治見市での状況が今回の検証・評価ではあまり見えなかったように思う。もうひとつ、

来年国連子どもの権利委員会に対しての日本審査が始まるため、現在それに向けたＮＧＯの報告書

づくりを始めている。多治見市での積極的な取組みを紹介したいと考えており、この点に注目して

もらいたいという報告書を作りたい。 

・ （会長）来年度ではなく来年、日本審査が始まるということか。 

・ （委員）2016 年に報告書を出すように、前回の最終所見で国連から日本政府に対して指示されている。

日本政府は遅くとも来年度中には報告書を出すため、それに合わせてＮＧＯの報告書を作成する。今

情報収集を始めたところである。 

・ （委員）今回の検証・評価については、担当課ヒアリングを行うなかで、それぞれの担当課もそれぞ

れ問題意識を持っていて、子どもを中心にこの先多治見市がどういう方向へ向かっていくのかという

話をしっかり聴くことができ、それが提言という形でまとまってとても良かったと感じている。先ほ

ど市役所駅北庁舎の話が出たが、今年のたじみ子ども会議で最後に市長が話したことは、駅北庁舎 3

階に子ども支援課、教育委員会、保健センターの子どもに関わる部署が１フロアーに集まっているの

は全国的にも珍しいということであった。この取組みは、今の多治見市が子どもを大事にしていこう

とか、将来こんなふうに進んでいこうと思っていることを体現しているということを、今度私たちが

親子ひろばに来るお母さんたちに伝えていく必要がある。お母さん自身も今どんな問題を抱えていて、

どのように対処していけば良いのか、自分たちでできること、市へ要望していくことなどについてお

母さん自身が声をあげられるような仕組みを、今回の提言と合わせて活動の中で作っていきたい。子

どもの権利条例のなかでは、子どもだけでなく親も支援されるということが謳われているので、市と

しては子育て中の親もきちんと支援していこうと思っていることを伝えながら日々活動していきた

いと改めて思った。 

・ （会長）また親子ひろばのお話も聞きたいと思う。 

・ （委員）私が普段活動しているところは直接親と関わることが多いので、子どもの権利の視点からみ
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ると、直接子どもではないことが多い。しかし、子どもが健康で健全に育っていく土台には、親の姿

が絶対出てくると思う。お母さんが健全でママ業ができていけば、となりで一緒に歩いている子ども

はきっと健全であり、笑顔のお母さんのとなりには笑顔の子どもがいると思い、お母さんが健全な笑

顔のある子育てができるような支援ができたら良いと日頃思っている。そのなかで、今回の提言に盛

り込まれている「子育て・子育ち支援、親育ち支援の充実」がさらに充実されていくことを願ってい

る。先ほどお話があったネットワークについても、本当にいろいろなネットワークがあり、私たちの

ような民間の団体が公的機関とつながるだけでも、ずいぶんいろいろなことを共有でき、一人のお母

さんに対して多くの人が見守ることもできると思う。私たちがお母さんを直接見ていると、今のお母

さんたちはＬＩＮＥなどの媒体を通してつながっているが、いろいろ話していると、やはり子どもが

生まれてから一緒にいる「ママ友」との関係は薄っぺらいものである。学生時代のような友だち感覚

ではいられないため、ダンナの悪口も適当に話すが、心の奥底までは話すことができず、根深いとこ

ろは抱えたままでつながるというつき合い方になっている。みんながネットでつながり、情報を交換

し合っているから一見つながっているように見えるが、根のところではみんな「孤」になっていると

ころがこの頃よく見える。独りで考えているために子育てに行き詰まり、自分より弱い立場である子

どもに当たると、子どもも不健康になるという負の連鎖が起きないようにしたいと思う。お母さんた

ちの健全なつながりができるようなネットワークも考えていけると良いと思う。今のお母さんたちと

話していると、みんな素直に話を受け入れてくれ、華やかで何も悩みがないような見た目とは違い、

とても悩んでいる。つながりが弱く、近所で子育てに関する話やアドバイスを聞くこともなく、自分

たちが子ども時代に小さな子どもの面倒を見たという経験もないため、自分たちの子ども時代からい

きなりお母さんになり、初めてまた子どもを見ることとなる。子どもとの接し方を学んでくることが

なかったため、お母さんたちももがいている。しかし、何にもがいていいかも分からないお母さんも

いるため、そのようなお母さんたちの支援ができると良いと考えている。 

・ （委員）初めは 11 月 20 日「たじみ子どもの権利の日」授業が一番関わることだと思っていたが、そ

れだけではない話が多く出てきた。例えば子育て支援の話になれば、良いところも悪いところも含め

てモデルとして紹介させていただいた。私が自分の言葉で話してきたことは、子どもの居場所がある

かどうか、心地良く過ごせているかどうかということが一番大切だということである。以前は居場所

がなく心地良く過ごしていないため、「○○公園で子どもがこんなことをしている」などの連絡が何

度も入り、地域のみなさんと一緒に、先生も勤務時間を超えて訪問したりしていた。そこで、学校で

サッカーボールを貸し出したところ、学校が居場所になった子どもは公園などでいたずらをすること

がなくなった。こういうことを繰り返すと、地域は大事だとつくづく感じ、学校が取組みを発信する

ことにより、公民館や児童センターなどともお互いに情報交換することができる。まさに「学校がプ

ラットフォームになる」ということは、学校運営協議会も含めてこういうことなのだと改めて感じて

いる。元をたどると、子どもの貧困も含めて幼児教育の部分が大切であり、親育ち 4・3・6・3 たじ

みプランの 4・3 期は本当に大事だと思う。中学生の子どももちゃんと居場所があれば、ボランティ

アも一生懸命活動し、顔を輝かせて取り組むことができることを痛感した 3 年間であった。 

・ （委員）先ほど要保護児童対策地域協議会の話があったが、今日代表者会議が開催されたので報告し
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たい。多治見市の要保護児童対策地域協議会は 3 層構造になっており、代表者会議、実務者会議、ケ

ース会議がある。代表者会議は年１回だけの開催であるが、多治見市の優れている点は実務者会議が

年 6 回、奇数月の決まった曜日に開催されているところである。ケース会議は、それぞれの事案につ

いて関係者が集まり、実質的にどのようにしていくかという取っ掛かりの部分を話し合う。実務者会

議は、個々のケースを市がケース管理し、現在どうなっていて今後どうしていくかというまさに連携

の中心となる会議であり、年 6 回開催することにより実質的な進行管理を行うことができ、ネットワ

ークの機能を果たしていると感じた。今日の代表者会議は、それぞれの機関の代表者からご意見をう

かがったのだが、警察、学校、保育園、法務局などの各機関が虐待の予防や早期発見、支援に至るま

で携わっていることを感じた。一昔前は「このような困ったケースがあるが、子ども相談センターで

何とかできないのか」といった話が出ていたが、今日の会議ではケースに対してそれぞれの機関が考

えた支援を行っているという報告があった。要保護児童対策地域協議会という名前だが、現在の中心

テーマは「いかに親をどう支えていくか」ということであり、各機関が同じ目線で考えていることは

大変ありがたいと感じた。子ども相談センターは現在子どもの安全、安心を守っていくことが課せら

れた使命となっているが、その点だけに力を入れても全体につながらず、いかに環境に働きかけてい

くかが大事だと思う。子どもの権利条例や子どもの権利委員会が継続的に子どもの権利に関する施策

の検証を行っていく仕組みは、環境に働きかけていく大きな力になっていくものだとつくづく感じた。 

・ （会長）今回市長が提言を前向きに受け止めてもらったことは非常にうれしかった。昨年度と同様、

担当課ヒアリングを行って、今施策を推進していくところで悪戦苦闘し、一番頑張っている職員と一

緒に進めるという提言のあり方はやはり大事だと思う。今回も施策を進める方向性の提言ができたの

で良かったと思うが、提言した以上は今後どうなっていくかについても責任を持たなければならない。

いくつかやれなかったこともあり、先ほどの北栄地区の分析についてはもっとお聞きしたいことや実

際に現場で頑張っていらっしゃる公民館や児童センター、地域のかたがたや子どもからお話を聞いた

うえで提言を出せたらさらに良かったと思うので、次の宿題としたい。また、子どもの権利条例の中

にある子どもの権利擁護委員と子どもの権利委員会がちゃんと議論する場を作ることができていな

いことが心残りである。本当は今日お呼びできれば良かったが、やはり委員のみなさまにご相談した

後でないといけないと思ったので、来年度に向けてこの点も考えていきたい。一番大変な部分で頑張

っている子どもの権利擁護委員や子どもの権利相談員の話を通して、環境をどう整備するか、制度を

どう作るかというところへフィードバックしていく必要がある。私たち子どもの権利委員会がそのフ

ィードバックの受け手にならないといけないはずであり、どのような問題が起きているのかをちゃん

と受け止めたいと思うので、これも宿題にしたい。もうひとつは、今回乳幼児の話はよく聞いたが、

高校生から大学生ぐらいの人たち、10 代後半のハイティーンから 20 代に入っていく国の子ども若者

支援の部分に入るところがどうなっているのかという部分はまだ議論していない。最近報道されてい

る事件はそのぐらいの年代での問題が原因となることが多く、もちろん子どもの権利条例や子どもの

権利条約では 18 歳未満が子どもだが、ハイティーンの問題も少し考えることができると良いと思う。

いろいろ進めていくと次々と新しくやらなければならないことが出てくるが、それだけ私たちの視野

が広がっていくことだと思うので、今年の検証をふまえてまた来年度取り組んでいきたいと思う。 
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  ◎平成 26 年度事業実施状況評価票について 

・ （事務局）資料の説明 

・ （会長）変更部分は網掛けの部分以下のところでよいか。 

・ （事務局）「子どもの権利の視点からの事業効果」を星マーク☆で評価する部分だけである。 

・ （会長）星マーク☆で評価することにより、子どもの権利保障の視点での事業効果や留意した点を記

載することができる。事業評価については自己評価が基本である。自己評価だから主観的になるので

はないかという意見もあるが、基本的には自己評価である。それはなぜかというと、施策に責任を持

っている人が自己評価をすることにより、その施策の改善につなげることができるため、必ず自己評

価である。しかし、第三者評価あるいはアセスメント、効果の測定というものはまた別個に行うと効

果があり、それはお願いしているわけではなく、実は私たちがやらなければならないことである。ど

のように第三者評価するのか、アセスメントするかは次の段階で必要になってくることだと思う。そ

れでは平成 26 年度事業実施状況評価票についてはこのように変更して良いか。ご質問、ご意見があ

ればお願いしたい。 

・ （委員）事業達成度については、「この事業を実施する」といった目標をやったかやらなかったかだけ

の回答と同じになるのであれば、単純に実施したかどうかで記載してもらえば良いのではないか。 

・ （事務局）まず事業達成度については、いろいろな計画の進捗管理をしていく時も指標を定めないと

評価できない。事業達成度 100%というのは、何か指標があってそれに対して 100%であるというこ

とで分かりやすい数字で表している。しかし、どうしてもこういう計画を進めていくと、分かりやす

い指標を作りにくい、つまり効果を評価しにくいため、やったかやらなかったかということになって

しまう。そのなかでも例えば、啓発のためにポスターを作るが、それはポスターを作ることだけで啓

発の効果が出たかどうかは見ていない。先ほどの事務局の説明については、100%はポスターを作っ

たこと、事業効果はポスター作成によって啓発の効果があったかどうかを書かせたいということであ

る。しかし、これでもまだ明確な資料にはならないが、担当者に対して実施したことが一歩前進した

かどうかを書かせたいという意図である。「普通であった」という評価は書きにくいので、5 段階評

価が良いかどうかはまた事務局で考えさせていただきたいが、意図としてはそういう考えである。 

・ （会長）よろしいか。 

・ （委員）効果があったかどうか、どの程度の効果だったかを書いてもらうのであれば、「普通であった」

は不要だと思う。 

・ （事務局）「普通」というのは難しいので、少し検討させていただきたい。 

・ （会長）4 段階評価でも良いと思う。 

 

２．来年度のスケジュールについて 

・ （事務局）資料の説明 

・ （会長）来年度の委員会は、今年度と比べると、12 月までに 1 回多い 6 回開催するという予定である。

年度初めの 2 回の会議でアンケート調査内容を決めて、アンケート実施中の会議では事業評価を行い、

その後アンケート調査結果の分析を行う。アンケート調査報告書ができあがったら、12 月の会議で
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アンケート調査のまとめを行っていくスケジュールになっている。ご質問、ご意見があればお願いし

たい。 

・ （事務局）第 4 期委員の任期は平成 27 年 12 月で終了となるが、委員のみなさまのなかには立場で出

ていただいている場合もあるため、現在の委員のみなさま全員が残られるかどうか分からない状況で

の説明である。お立場で出席いただいている委員のかたには、後任の委員への引き継ぎも兼ねてお願

いするということでお聞きいただきたい。 

・ （会長）その他にご質問などはよろしいか。 

・ （承認） 

 

３．子どもの権利に関するアンケート調査について  

・ （会長）子どもの権利に関するアンケート調査については、第 3 次計画の策定の基本となる調査とな

るため、今までのアンケート調査をふまえながら今回どういった視点を持っていくのかという点が大

事な議論となってくると思う。まずは事務局から説明をお願いしたい。 

・ （事務局）資料の説明 

・ （会長）今日は特に決めなければならないことはなく、このような形でアンケート調査を行うという

説明である。何か資料として用意した方が良いもの、準備しておいた方が良いことがあればご発言い

ただきたい。 

・ （委員）平成 23 年度調査の時に、子ども用アンケートで増えた質問項目である「国語（現代文）及び   

算数（数学）の授業が分かるか」という質問は何か意図があるのか。 

・ （委員）「自分のことが好きか」との相関関係を調べたかったためである。 

・ （事務局）第 3 期子どもの権利委員会がアンケート調査のための質問項目を検討する時に、国語の授     

業や算数（数学）の授業が分かることが、自分のことが好きかどうかと関係があるのではないかとい

う点を調べたいという議論があった。授業が分からないことにより、学校が楽しくない、自分のこと

が好きではないということにつながっているのではないかというところを調べたいという意見が出

され、質問項目を新たに設けたという経緯があったようである。 

・ （委員）おとな用アンケート調査内容について、資料では「虐待・体罰について」の区分に、「あなた   

は子どもが大変いやな思い、つらい思いをするようなことを言ったり、行ったりしたことがあるか」 

という質問項目がある。「あなたの子どもが」と読み取れないこともないなとも思ったが、この質問 

項目について他の人に聞いたところ、「虐待だから『親が自分の子どもが嫌だと思ったり、つらいと 

思ったりするようなことを言ったり行ったりすること』ではないか」と言った。親が「自分が子ども 

に嫌な思いをさせたり 叩いてしまったりしているか」というようきちんと質問の意味を読み取るこ 

とができれば良いのだが、その部分が気になった。アンケート用紙には「虐待・体罰について」とい 

う区分が記載されているのか。 

・ （事務局）記載されていない。「虐待・体罰について」という区分は、こちら側というか委員会での議 

論で使用しているだけであり、アンケート用紙には『「いじめや、学校生活に関係すること等」につ 

いておたずねします。』とあった後、質問を載せている。質問で「ある」と回答した人に対しては、 
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どんなことをしたのかを、具体的に「子どもの心が傷つくようなことを言った」「子どもをなぐった 

り、蹴ったりした」「子どもの体をさわったり、性的なことをした」などの選択肢から選ぶようにな 

っている。 

・ （委員）選択肢を見れば質問の意図は分かるので良い。もうひとつは、子ども用アンケートの質問の 

なかに少し似かよっているものがあることである。多治見市のほとんどの学校は、岐阜県の学力学習 

状況調査を小学 5 年生と中学 2 年生を対象に受けている。また、小学 6 年生及び中学 3 年生は全国学 

力学習状況調査を受け、多治見市教育委員会がすべてのデータを持っている。調査は 100 項目ほどあ 

り、国語、算数のテストだけでなく、「自分のことが好きか」という質問もあり、子どもの権利に関 

するアンケートと質問が同じものもある。来年度の子どもの権利に関するアンケート調査の分析を行 

う時には参考にされると良いと思う。これまでの調査で、ふるさとについての意識が低いとか体験活 

動がまだ不十分であるとか多治見市の傾向も分かっているので、子どもの権利保障の視点で行う子ど 

もの権利に関するアンケート調査の参考にしていただきたい。 

・ （会長）今のお話にあったデータというものは教育委員会が持っているのか。 

・ （委員）教育研究所が市内の小中学校のデータを持っており、各学校の比較、県の調査との比較がで  

きるため、参考になると思う。 

・ （会長）他には何かよろしいか。では、次回の会議までに必要な資料等があれば、事務局までご意見 

をお寄せいただきたい。 

・ （承認） 

 

４．その他 

  ・子どもの権利セミナー 

「うちの家庭は大丈夫！？ネットトラブルからの“護身術”」（2 月 21 日開催）案内 

  ・子育ち情報フェイスブック開始（2 月 9 日～）案内 

・新聞記事の紹介 

 子ども情報センターで開催中の写真展「南三陸の魅力と今を伝えたい！」案内 

 →多治見市在住の高校生が自ら提案して開催 

・教育講演会「みんなでいじめをなくす多治見市にしよう！」（2 月 14 日開催）案内 

 →いじめ防止基本方針については正式に決定したら改めてお知らせする 

 

【質問】 

・ （会長）フェイスブックについては、子どもは利用しないということが原則だろうか。子どもはフェ

イスブックに登録することはできないため、子どもが見たいのであればおとなが代わりに登録する必

要がある。また、フェイスブックは実名で登録するため、個人情報の問題があり注意する必要がある

と、学校では子どもに教えていると思う。 

・ （事務局）子育ち情報フェイスブックの情報については、フェイスブック利用者でなくても誰でも見

ることはできる。 
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【委員退任あいさつ】 

・ （委員）子どもの権利委員会には 3 年間委員として参加してきた。これまでの子どもの権利委員会の

資料及び議事録については次のかたに引き継いでいきたいと思う。3 年間この委員会に参加させてい

ただき、子どもの権利保障とは何かというと、自分の立場で言えば本当に子どもに居場所があるとい

うこと、家庭、地域、部活動などをはじめ、もちろん学校に居場所がないといけないとずっと思って

きた。まず、親に対しては「先生、学校と敵対しないでほしい」とお話した。それでも先生たちも至

らないところや誤解されるようなことを言われるため、親には「そのことを陰で話すのではなく、す

ぐに教えてください」と事あるごとにお話してきた。先生たちに対しては、「子どもや親をバカにし

ないでください」「まだまだできないことがあり上手に子育てできない人もいるが、それをバカにし

ないでください」「おかしいと思ったらすぐに連絡してください」と話してきた。「教育に皮肉やイヤ

ミは不必要である」と私は教えられたため、みんなにもそのようなことを言ってきた。そういうこと

をたくさん地域に広めていくことにより、地域の了解が得られたり、実際子どもたちはほめられて「よ

く頑張ったね」と言われれば本当に輝く笑顔になったりする。ボランティア活動を通して購入した車

いすを施設へ寄贈するという時に話をする子どもたちや、公民館、児童センターの大掃除で一生懸命

窓拭きをする子どもたちの顔は輝いているので、先生たちにはそういうのを大事にしてほしいと取り

組んできた。そんな子どもたちの様子を発信すると、地域のみなさんもまた子どもたちを理解してく

ださる。感覚的なものであるが、子どもの笑顔が増えた、苦情が少なくなった、ほめられることが増

えたと感じている。それはこの委員会に参加して学んだことを生かせたことも多かったので本当に感

謝している。 


