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第 4 期第 14 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 5 月 26 日（火） 10:00～12:20 

Ⅱ．場所：子ども情報センター 2 階研修室 

Ⅲ．出席者（敬称略）  

＜出席委員＞ 大村惠、小倉達也、木股孝一、田口明、熊谷満知子、牧野民賀、望月彰 

＜欠席委員＞奥村美紀、杉本侑織香 

＜事務局＞ 環境文化部長 木村雅利  くらし人権課長 東山雅子   

くらし人権課 武井かぐみ、木村真希子、加藤曜子 

Ⅳ．内容 

 

【資料】 

資料 1：第 2 次多治見市子どもの権利に関する推進計画後期計画について（説明） 

資料 2：第 4 期子どもの権利委員会スケジュール（案）（平成 27 年 5 月現在） 

資料 3：(1)アンケート調査について 

    (2)調査スケジュール（案） 

    (3)過去の調査項目（子ども用） 

    (4)過去の調査項目（おとな用） 

    (5)前回の調査依頼文 

    (6)前回の調査票 

    (7)過去の調査について 

  その他：委員名簿、推進計画体系図 

 

○ はじめに 

  ・環境文化部長あいさつ 

 

○ 自己紹介 

  ・委員自己紹介 

  ・事務局自己紹介 

  

・はじめに 

・自己紹介 

【議題】 

１．第 2次子どもの権利推進計画後期計画について（説明） 

２．今年度のスケジュールについて今年度の担当課ヒアリングについて 

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 
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Ⅴ．議事要旨 

【議題】 

・会長あいさつ 

 毎年、前年度に実施した事業を検証し、課題をどのように改善するかという意見書を提

出している。今年度はアンケート調査もあり、忙しくなるがお願いしたい。 

・会議及び議事録の公開（事務局説明） 

 

１．第 2 次子どもの権利推進計画後期計画について（説明） 

事務局 （説明） 

委員 基本計画は平成 28 年度までの計画で、多治見市総合計画と連動しているということ

か。また、教育基本計画、子ども未来プラン、総合計画の計画期間は、すべて同じか。 

事務局 平成 27 年 3 月に新しい子ども未来プランができている。第 7 次総合計画は平成

28 年度からスタートする。第 7 次総合計画を受けて、子どもの権利に関する推進計

画を検討することとなる。 

委員 子どもに関する各計画の計画期間が分かる一覧表があるといい。内容としては、子

どもの貧困に関わることが何かの計画に含まれているのか、独自に作らなければなら

ないのか気がかり。子どもの貧困を特に重視したものはあるか。国の大綱では学校を

プラットホームとするということで学校の位置づけが重要となっているため、教育委

員会も関係すると思う。 

事務局 第 7 次総合計画に入れたいと考えて提案している。 

会長 子どもの権利に関する推進計画は、条例に基づいているため今後も継続するが、他

の計画との整合性をどのようにとるかというのが、発言の趣旨だと思う。子どもの推

進計画は、今年度実施するアンケート調査結果を基礎資料として、この委員会が中心

となって来年度見直すということでいいか。 

事務局 そのとおり。計画を見直すことで、各課の事業を見直すこととなる。 

会長 各担当に投げかけ、集約することも必要となる。第 2 次推進計画後期計画の数値目

標に遠い。次の計画づくりの議論もこれから出てくるのでお願いしたい。 

 

２．今年度のスケジュールについて 

事務局 （説明） 

会長 今日と次回の委員会でアンケートについて決定し、8 月にアンケート調査を実施する。

9 月、10 月にアンケート結果について検討し、12 月に向けてまとめる。また、昨年度

の事業の検証を次回と 8月に行うというスケジュールである。前年度の事業について、

どの担当課のヒアリングを実施するかということを次回の委員会で検討し、8 月の委員

会でヒアリングを実施することとなる。 

 

３．子どもの権利に関するアンケート調査について 

事務局 （説明） 

会長 ０から９歳の子どもとその家族、子どもがいない市民が対象から外れている理由は

何か。 
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事務局 過去に実施したアンケート調査結果と比較するため、これまでと同じ対象として

いる。また、このアンケートは子ども自身が自分の意見を書けるように、自分で設

問を読んで答えられると思われる年齢を前提に 10 歳から 17 歳としている。 

会長 子育てプランのアンケートもあるのか。また、子どものない市民を対象としている

ものもあるか。 

委員 ニーズ調査をしているはずである。ただし、子どもの権利に関する項目があるのか

どうかは分からない。 

事務局 子ども未来プランのニーズ調査では、市内に居住する就学前児童及び小学校児童

の保護者を対象に調査している。 

会長 多治見市のアンケートは対象を絞っているので、それはそれで意味があると思うが、

権利委員会としては市民全体の意識を大事にしたいが、乳幼児の意見表明の問題も視

野にいれたい。少なくとも乳幼児の親はアンケートに答えることができるため、調査

対象から外れてしまうのは考える必要がある。アンケートで把握できない層について

は、ヒアリングや他の調査で補足することなども、今後、考えていくことにしたい。 

委員 全般的に多治見市の子どもの権利を実現するのが基本だが、一番大切なのは自分の

言葉で回答できない乳幼児や障がい児など、特に権利の保障をしなければならない弱

い立場の子どもの意見をどう聞き取るか工夫し、一歩広げた調査になるといい。来年

度から障がい者差別解消法も実施される。障がいを持つ子どもがどんなことで困り、

どんな欲求をもっているかというのを一つのポイントにしてもいいのではないか。 

会長 過去に障がい児に対象を絞ったヒアリングをしているか。 

事務局 子どもの権利という点からは実施していない。福祉課や子ども支援課でどのよう

な取り組みをしているかは把握しきれていない。 

委員 縦割り行政の壁を取り除くのも委員会の役目でもある。いろいろな部署で行ってい

ることを統一して、合理的・効率的にした方が効果も高くなるのではないか。 

会長 他の部課の調査で利用できるものは利用し、そこでも拾えていない問題は委員会で

ヒアリング等を行っていくということでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 子どもの調査票のプロフィール、自己認識、休息と居場所、意見表明と参加の機会、

虐待・体罰について意見はあるか。 

委員 セクシャルマイノリティの子どもが数％程度いるという文部科学省のデータがあり、

性別を書きにくい子どもにどう配慮するのか。男性、女性のどちらかではないと認識

している子どもがいる。 

会長 一般的には LGBT と言うが、そのあとに Q（クエスチョン）というのがある。思春

期までは自分が LGBT のどれにも当てはまらないと思っている子どもがいる。性的マ

イノリティの子どもが選べて、傷つかないような選択肢を事務局で調べてほしい。 

委員 調査上性別が関係なければ、聞かないのが一番いい。 

会長 聞かないと、ジェンダーの視点がなくなってしまう。ジェンダーに関わって権利が

侵害されるということもある。 

委員 どちらともいえない、どちらでもないという選択肢はどうか。支援団体に問い合わ

せてみるのもいいのではないか。 
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会長 平成 23年度の調査では、多治見市にどれくらいの期間住んでいるかを聞いているが、

新住民と旧住民で何か差異があったか。 

事務局 特に違いはなかった。 

会長 差異がなかったのであれば、平成 17 年度の調査のように小学校区を聞いて、地域的

な差異があるかどうかを見た方がいいのではないか。多治見市に住んでいる期間を聞

いた方がいいという意見がなければ、小学校区を聞く設問に変えてもいいか。 

―（承認）― 

会長 大学生に意見を聞いてみたところ、自分にとって安心できる場所だと思うところを

選ぶ質問の回答選択肢に、大型ショッピングセンター、特にフードコートを追加して

はどうかという意見があった。ショッピングセンターで集まっている中高生をよく見

るとのことだった。 

事務局 多治見にフードコートはあるが、大型ショッピングセンターはない。ゲームセン

ターやコンビニと同じように選択肢としてフードコートを追加するということか。 

委員 小学生にフードコートが分かるか。 

会長 フードコートはやめて、ショッピングセンターだけ追加するのはどうか。 

委員 公園には都市公園や自然公園など大きな公園と地域にある小さい公園などいろいろ

あるが、それらの区別がつかなくてもいいか。また、行政が管轄していないような広

場や空き地もあると思うが、公園になるのかその他になるのか。 

事務局 児童遊園など公園の区別はできる。 

会長 子どもが区別できないのではないか。 

事務局 空き地もあるが、今は管理されているため、遊び場になるということは考えにく

い。 

会長 放課後児童クラブは児童館や児童センター内にあるのか。そうでないなら、放課後

児童クラブが選択肢にあるといい。子どもの権利についての項目の中で子どものサロ

ンとはという説明があるが、子ども会議のスタッフ会議と同じ時間に開催していて、

子ども会議のスタッフはサロンに参加していないのか。 

事務局 以前は子ども会議のスタッフ会議とサロンは別に開催していたが、今は一部屋で

スタッフ会議とサロンを兼ねて開催している。積極的に会議の話し合いに参加する

子もいれば、黙ってその場にいる子もいるという状況。 

会長 スタッフ会議と同時開催しているという説明はなくていいのではないか。この説明

があると、かえって分かりにくい。また、学生の意見だが、学生のボランティアが子

どもに関わっているが、それに対する意見を聞くことができないか。 

事務局 子ども会議のサポーターに大学生のボランティアがいるが、現在２名のため特定

される。閉じこもりがちな子どもの家庭に訪問し、話し相手になったり学習指導等

をしたりする大学生をキキョウフレンドと言っている。相談相手について聞く質問

では、このキキョウフレンドが回答の選択肢に含まれている。 

事務局 自分のことが好きかという質問の回答選択肢に「普通・どちらともいえない」が

ある。これは、「普通・どちらともいえない」という選択肢がないと答えられないと

いう子どもの意見があって平成 23 年度の調査時に加えた。今の子どもがどう考える

か子ども会議のスタッフ会議で聞いたところ、「普通・どちらともいえない」という
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選択肢がないと答えられないという子は一人だった。23 年度の調査にはこの選択肢

があったため、17 年度の調査に比べ、この質問に対する無回答率は減ったが、今回

の調査で回答選択肢の一つとするかどうか意見をいただきたい。 

会長 「普通・どちらともいえない」という選択肢があると、計画で目標としている数値

には届かない。どちらかといえば、とあるので「普通・どちらともいえない」という

選択肢はない方が数値目標を立てた趣旨に合う。また、無回答は無回答で意思表示で

はないか。17 年度と同じようにすれば、それ以前の調査結果と比較ができるが 23 年度

との比較はできない。 

委員 圧倒的に「普通・どちらともいえない」という回答が多かったと思う。 

会長 このような選択肢の立て方では、真ん中が多くなる。 

事務局 46.2％が「普通・どちらともいえない」だった。 

委員 安易に「普通・どちらともいえない」に○を付けることが考えられる。 

会長 数値目標に関わる項目を途中で変えるのは、本当は良くない。 

委員 テクニック的には、「普通・どちらともいえない」は入れない方がいい。 

委員 これが入った経緯は、自分のことが好きかと聞かれて答えられる 10 歳から 17 歳の

子どもはあまりいないだろうということで、「普通・どちらともいえない」を入れてお

かないと、子どもの気持ちが書けないと考えて入れた。 

事務局 17 年度の調査では 67％が「好き」「どちらかといえば好き」と回答し、無回答は

3.8％だった。23 年度の調査では「普通・どちらともいえない」を加えたことで、無

回答は 1.2％に減った。 

会長 誰でも好きな部分もあれば嫌いな部分もあり、答えにくい設問だとは思う。「普通・

どちらともいえない」という選択肢があればそれを選ぶが、なければ、どちらが自分

にとっては強いかを考えて選ぶと思う。「普通」をなくした方が、全体が見えるのでは

ないか。 

委員 学校でもアンケートをたくさんするが、特にこうした設問では、好きか嫌いか分か

らない子が多いと思う。数値目標を考えた場合、この選択肢があると達成できないが、

回答選択肢の順番を変えて５番目の選択肢を普通にすれば、真ん中の選択肢に回答が

集中しないで、本当に分からない子は「普通」が選べるのではないか。本当に分から

ない子に寄り添うことが大切ではないかと考えている。 

会長 「普通」をなくし、「わからない」として、回答選択肢の最後にしてはどうか。「わ

からない」という回答にも特別な意味があるだろうという考察もできる。 

委員 全国的に児童虐待の件数が増えている。最近の傾向として、面前 DV による警察か

らの通告が増えていると言われている。具体的には、夫婦間の喧嘩を子どもに見せる

ことが虐待であるということで、家族同士での暴力を見ることでつらい思いをしてい

ないかを聞くことも一つの視点かと思う。 

会長 夫婦間の問題もあるが、兄弟の誰かだけが非常につらく当たられるということもあ

る。そうしたことを見ることでつらく感じることもあるため、自分がされるというこ

とだけでなく、暴力行為を見るということも聞いてもいいと思う。 

委員 質問６の回答選択肢の①を「おとなに言われたり、見せられたりしたことがある」

としてはどうか。 
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委員 面前 DV というのは心理的虐待なので、質問６－１の回答選択肢に加えてもいいと

思う。 

会長 自分はされないが、自分以外の誰かが先生からや親からされているのを見ることで、

つらい思いをしているということを答える選択肢が入れられるか、検討していただき

たい。 

委員 大きな二つ目の表題が「授業やいじめのことなど、学校生活に関することについて

おたずねします。」となっているが、虐待のことを聞いている設問にこの表題は適切か。 

会長 これまでの調査はこの状態で実施したのか。 

事務局 これで実施した。 

会長 この表題については変更していただきたい。国語や算数の授業が分かるかという質

問は、不登校との相関性を確認するものだということだが、関係があったということ

か。 

事務局 不登校ではなく、自己肯定感との相関性を調査した。 

委員 学校の授業がわかるかではなく、国語と算数にしたのには何か意味があるか。 

委員 前回の調査で追加しているが、その理由は何か。 

事務局 自己肯定感との相関関係を調査するために追加した。 

委員 国語と算数がすべての基礎となるためだったと思う。 

会長 国語と算数で傾向に違いはあったか。 

委員 今、「わかる・わからないの授業からの脱却を」と言われている。授業が楽しいか、

意欲的にできているかという質問ならいいと思うが、「わかる」、「わからない」という

のは他の要素が入ってくるのではないか。 

事務局 前回の調査の時に、授業が楽しいかという質問はどうかと検討され、その結果、

国語と算数がわかるかという質問にしている。 

委員 「わかる人」という発問の仕方はどうかということから、いろんな子の意見を合わ

せて一つのものをつくっていく育て方が大切だと言われている。 

委員 より客観的な指標として、好きか嫌いかではなく、わかるかどうかの方が客観的と

いう意味か。一斉学力テストを見れば、客観的にわかっているかどうかがわかる。 

事務局 「国語・算数がわかるか」というのは「自分のことが好きか」、「大切にされてい

ると感じているか」、「学校に行きたくないと思ったことがあるか」の三つの設問と

の相関関係を見た。 

委員 授業やいじめのことなど学校生活の項目で聞いているが、普段の生活における思い

の項目に加えた方がいい。 

会長 設問の順番はまた考えるとして、調査項目として「国語・算数がわかるか」を入れ

るかどうかについて、ご意見はあるか。 

委員 どちらかといえば、なくていいと思う。 

委員 子どもにとっては、わかる授業もあれば分からない授業もあると思う。授業がわか

るかではなく、国語と算数に限定されている方が答えやすいのではないか。自己肯定

感との関係を調査するなら、この質問はあった方がいい。 

会長 継続してデータを取ることが重要なため項目は変えない方がいいが、何かを追加す

るなら重要度の低いものを削る必要がある。この設問に重要性があるかどうか。 
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委員 学力と自己肯定感の関係、授業がわからなければ自己肯定感が下がっていくという

ことも考えられるため、それをこの調査で確認することは可能かもしれない。 

会長 具体的な施策との関係で言えば、学校ではわからない子どもへの配慮、子どもの貧

困の関わりでは学習支援などの施策と関連性があれば、あってもいいのではないか。 

委員 いじめを受けている人を見たけど何もしなかったと答えた人に対する質問の回答選

択肢に「しかえしされるのがこわかったから」とあるが、しかえしという具体的な行

為ではなく、「自分がいじめられるのがこわかった」か「いじめが自分に向かうのがこ

わかった」のように、心情面を聞くように変更できないか。 

会長 この場合、見ていた第三者の場合なので、しかえしとは違うと思う。相応しい表現

を考えていただきたい。 

   おとな用の調査票については、ご意見を事務局に寄せていただくようお願いしたい。

併せて、子ども用の調査票についても追加等のご意見があれば、事務局へお願いした

い。それを基に次回の委員会で議論したい。 

―（承認）― 

 

４．その他 

 ①次回委員会の日程について 

   6 月 25 日（木）、29 日（月）、7 月 1 日（水）の 17:30～ または 18：00～ 

   ※欠席委員と調整し、日程を決定する（承認） 

 ②平成 27 年度多治見市子どもの権利セミナーの案内 

 ③子ども情報センターの事業紹介 

 

（閉会） 


