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第 4 期第 15 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 7 月 1 日（水） 17:30～20:05 

Ⅱ．場所：多治見市役所（本庁舎） 4 階会議室 

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、奥村美紀、杉本侑織香、

牧野民賀、望月彰 

＜欠席委員＞ なし 

＜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：(1)子どもの権利に関するアンケート調査項目（案）一覧 

      (2)子どもの権利に関するアンケート調査票（案） 

    (3)子どもの権利に関するアンケート調査依頼文（案） 

資料 2：(1)第 2 次子どもの権利に関する推進計画後期計画 

 平成 26 年度事業実施状況評価まとめ 

    (2)第 2 次子どもの権利に関する推進計画 

 事業実施状況評価票（後期分） 

    (3)別冊資料 事務事業一覧表、「平成 25 年度実施事業に係る提言」抜粋 

資料 3：第 2 次子どもの権利に関する推進計画後期計画 

 平成 26 年度事業実施状況に係る事務局評価 

 

○ はじめに 

  ・会議及び議事録の公開（確認） 

  ・会長の到着まで、副会長が会を進行することについて（承認） 

 

 

・はじめに 

【議題】 

１． 子どもの権利に関するアンケート調査について 

①調査対象について 

②調査項目について 

③調査依頼文について 

２． 第 2次子どもの権利に関する推進計画後期計画 

平成 26年度事業実施状況について 

３． その他 
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Ⅴ．議事要旨 

【議題】 

１．子どもの権利に関するアンケート調査について 

事務局 （子どもの調査票について説明） 

委員 「あなたは、自分のことが好きですか。」という質問に、「どちらともいえない」とい

う回答選択肢はなくていい。回答選択肢の順番を変えても、この選択肢があれば選んで

しまうのではないか。また、虐待の項目で「自分がおとなからされたり、言われたりし

ていやな思いをした」と答えた人に対して、それは誰からされたかという質問があるが、

親だけでなく一緒に住んでいる兄や叔父というケースもある。「親など同居の親族」と

いうような回答選択肢を追加してはどうか。 

副会長 親以外のおとなが子どもに対してしていることを親が見過ごしていれば、ネグレク

トということになり、その他の虐待とは意味が違ってくる。 

委員 親のパートナーから受けることもある。 

副会長 確かに、親のパートナーや兄からというケースもあり得る。児童相談という面から

すると親からされるケースとそれ以外のおとなからされるケースは分ける。 

事務局 「その他」という選択肢もあるが、具体的な選択肢として追加した方がいいか。 

委員 こうしたケースも多いが、いい選択肢がなければ「その他」となるか。 

委員 「自分がおとなからされたり、言われたりしていやな思いをした」と答えた人に対し

て、それはどんなことを誰からされたかという質問があるが、「他の人がおとなからさ

れるのを見たり、聞いたりしていやな思いをした」と答えた人にはどんなことを誰から

されたかという質問がない。同じように聞いてもいいのではないか。 

事務局 「誰が、誰に、何を」と聞こうとすると、調査項目が増えてしまうため、質問を追

加しなかった。 

委員 例えば、「心が傷つくようなことを言われた」という回答を「心が傷つくようなこと

を言われた、聞いた」としてはどうか。 

委員 10 歳、11 歳の子どもには質問が複雑で、何を聞かれているか分かりづらい。先ほど

の意見にあった「同居」も分からない子がいると思う。「誰が、誰に」程度なら理解で

きるが、それに「何を」まで加えると小学生には質問が複雑である。こちらが何を聞き

たいのかによって、「誰が、誰に」または「誰が、何を」のように焦点を絞る必要があ

る。 

副会長 質問の回答としての「自分がされていやな思いをした」というのは分かると思うが、

「他の人がされているのを見ていやな思いをした」ということがどういうことなのか

分かるか。 

委員 質問にある「おとなのすることや言うことで」という「おとな」を見落としてしまう

と、友だちが友だちにしていることを見ていやな思いをしたことがあるから、②の選択

肢の「ある」を選ぶことがあると思う。「おとな」の文字を大きくするなどすれば、友

だちがしていることを聞いているのではないと分かると思う。 

委員 虐待の項目の質問の順番をこの案の質問 12、13 の後に質問 11 にしてはどうか。 

委員 先にいじめの質問を二つしてから、おとなからの虐待について聞いた方が分かりやす

い。 
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事務局 質問の順番を変えても、一つの質問で複数について聞くことは避けた方がいいか。 

委員 10 歳では理解するのが難しいかもしれない。その他の質問は、小学生なら理解できる

と思う。 

委員 最近、DV を見たことによる心理的虐待が増えているらしいことから考えると、大切

な質問である。 

委員 今回のアンケート調査でこの質問が追加されているのは、そうした理由からか。 

事務局 前回の委員会で、自分がされるだけでなく、誰かがされているのを見るケースも多

いというご意見があり、追加した。 

副会長 実際のところ、子どもの前での夫婦喧嘩や暴力行為がどの程度子どもに影響してい

るのかは分からないが、こうしたケースでの虐待通告は増えている。 

委員 大事なことなので、聞きたいと思う。 

副会長 複数回答できる場合は、（いくつでも）としているが、この場合は①の自分がされ

た場合と②の他の人がされているのを見た場合の両方に丸をつけることは想定してい

るか。 

委員 他の質問の回答選択肢のように、③を「どちらもある」とし、「ない」を④にしては

どうか。 

委員 文で書いてあるより、③の回答を「①も②もある」の方がいい。 

委員 回答選択肢を四つにした場合、①の「ある」と答えた人に対してだけ誰から何をされ

たのか聞くのか。 

事務局 ①の「ある」と③の「①も②もある」と答えた人に対して聞きたいが、③を選んだ

人が①についてだけ誰から何をされたのか聞かれていると理解できるか疑問である。 

副会長 複雑になるので、「①も②もある」という選択肢を追加しないで、両方丸がつけら

れるようにした方がいい。 

事務局 「①も②もある」という選択肢はなしで、（２つまで）としてはどうか。 

委員 ２つまでとすると、①と②を選ぶだけではなく、②と③を選ぶこともあるのではない

か。自分はないが、他の人がされているのを見たという場合、②と自分はないという意

味で③を選ぶ。 

委員 やはり、回答選択肢に「①も②もある」を加えて４つにして、①を選んだ人に対して

のみ誰から何をされたのかを聞くことにしてはどうか。 

委員 おとなのすることや言うことでいやな思いをしたことがあるかという質問の回答選

択肢は①「ある」と②「ない」の２つとし、①の「ある」と答えた人に対して、誰から

何をされたかの質問の回答選択肢として、⑤「他の人が言われたりされたりしているの

を見たり聞いたりした」を追加することはどうか。 

委員 自分がされていやな思いをしていない子は、⑤の回答選択肢に気付かないと思う。も

し、自分はされていないが、他の人がされているのを見ていやな思いをしていても、回

答してもらえない。⑤を追加するなら、①の「ある」には、自分がされていやな思いを

したことがあるということと、他の人がされているのを見たり聞いたりしていやな思い

をしたことがあるという両方の意味があることを分かるようにしなければいけない。 

委員 そうすると、誰から何をされたかの質問の回答選択肢の①から④が、自分のことを聞

かれているのか、他の人がされていることに対して聞かれているのか、分からなくなる。 
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委員 そもそも、この質問で何を聞きたいのか。誰にされるのかを聞きたいだけなら、誰か

ら何をされたかの質問の回答選択肢の①から④が自分のことについて聞かれているの

か、他の人がされていることについて聞かれているのか分からなくても、とりあえず、

誰がしているのかは分かる。 

事務局 おとなのすることや言うことでいやな思いをしている子の数といやな思いをして

いる子の自己肯定感がどうかを見ている。 

委員 他の人がされたり言われたりしていることを見たり聞いたりしていやな思いをして

いる子には、別の質問を設けて聞く方がいい。 

委員 別の質問を設けて聞けば、自分はされていなくても、他の人がされていることを見て

いやな思いをしている子の自己肯定感がどうかを確認することができる。 

委員 見ているだけでも、その子の自己肯定感に影響するということが分かるかもしれない。

他の人がされたり言われたりするのを見たり聞いたりしていやな思いをしたことがあ

るかどうかを聞くことは、とても重要だと思う。自分が叱られているのではないが、他

の人が大きな声で叱られているのを聞いて、子どもがすごく怖い思いをすることがある

と聞いている。面前DVという言葉があり、こうした子が少なからずいるのではないか。 

委員 ある高校生は他の部員がコーチから体罰を受けているのがつらくて自殺をしてしま

った。他にもそうしたケースはあることから、とても重要。 

委員 いじめにしても、自分がいじめられている子より見ている子の方が多く、虐待も自分

がされてつらい思いをしている子より、見たり聞いたりしてつらい思いをしている子の

方が多いかもしれない。 

委員 誰からされたかという質問の回答選択肢のレイアウトを変えてスペースを確保し、別

の質問を設けてしっかり聞いた方がいいのではないか。 

委員 子どもは一つの質問で複数について聞かれると混乱し、正しいデータが出ない。質問

を二つに分けた方がはっきりする。 

副会長 その場合でも、「誰に」ということは聞かず、「誰から」が分かればいい。 

委員 「一緒に住んでいるおとな」、「一緒に住んでいる人」も回答選択肢に追加してほしい。 

委員 「一緒に住んでいるおとな」が「親以外の人」のことだとはっきり分かるような表現

にした方がいい。 

委員 子どものサロンの説明で、たじみ子ども会議のスタッフ会議と同時開催しているとい

う説明を削除するという案になっているが、サロンは子ども会議に向けての話し合いを

するという色合いの方が濃いと思うので、この説明は必要ではないか。 

事務局 同じ時間、同じ場所でサロンとスタッフ会議を開催するという二本立てとなってい

る。現在は、サロンに集まってくる子どもがいないためスタッフ会議の要素が強いが、

あくまで別である。 

委員 困ったことや悩みがあるときの相談相手を答える選択肢のその他の括弧内に、子ども

の人権 SOS ミニレターを追加するという案について、その他の括弧の中に記載するの

ではなく、13 番目の選択肢として SOS ミニレターを追加し、14 番目の選択肢をその他

とする方がいい。その他の例示であれば、「SOS ミニレターなど」とする。 

副会長 あえて 13 番目の選択肢としないで、その他の括弧内に追加した理由は何か。 

委員 人権擁護委員では、毎年小学生と中学生全員にこのミニレターを配付している。多治



 

 5 

見では年間十数件あるため、誰かに相談したという相談先の一つとして入れていただき

たいと思い事務局にお願いした。 

委員 人権擁護委員（子どもの人権 SOS ミニレター）として追加してはどうか。ただし、

ミニレターは分かるが人権擁護委員は分からないという子どももいると思うが。 

委員 ミニレターを利用する件数が分かっているならこのアンケートで聞かなくてもいい

と思うが、あえてこのアンケートをきっかけに知ってもらいたいということであれば、

あってもいいと思う。 

委員 相談機関としてこうしたものがあるということを知ってほしい。 

委員 人権擁護委員・SOS ミニレターの短い説明文を載せてはどうか。 

事務局 他の相談員等についても説明が必要となり、難しい。 

委員 SOS ミニレターだけでなく、ほほえみ相談員やキキョウフレンドなど他の相談機関に

ついても、そこを必要としていない人は知らないと思う。話を聞いてもらう人がいるか

どうかを聞くだけなら、相談している人は答えられるため説明はいらないと思う。 

委員 相談窓口や電話相談を利用したことがあるか・こうしたものがあることを知っている

かを聞く質問の回答選択肢に SOS ミニレターを入れたらどうか。 

委員 そうすると、すべての相談機関を記載しなければならなくなる。 

委員 スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーはどうか。年間利用者数が少な

ければ、このアンケートで件数として挙がらないかもしれないが。 

―（会の進行を会長に交代）― 

会長 順番に確認させていただきたい。表紙はこの案でいいか。また、１ページ目の変更は

このとおりでいいか。 

―（承認）― 

会長 ２ページ目の自分のことが好きかという質問に「どちらともいえない」という回答選

択肢を入れるかどうかについて、皆さんの議論ではどうなったか。 

委員 一般的な調査のテクニックとして、このような場合、「どちらともいえない」はない。 

会長 「どちらかといえば」とあるので、よく考えて答えてもらうというのが調査の趣旨で

はあるが、子どもに確認しなくてよいか。 

事務局 たじみ子ども会議の子どもスタッフ約 20 人に聞いてみたところ、一人を除き、「普

通・どちらともいえない」という選択肢がなくても答えられるとのことだった。 

会長 答えられない場合は答えなくていいということを記載するか。 

事務局 全体として、無理して全ての質問に答える必要はないと説明文に明記している。 

会長 では、設問１と２の回答選択肢に「普通・どちらともいえない」は入れないというこ

とでいいか。 

―（承認）― 

会長 設問４の変更はこれでいいか。 

委員 「ない」は「ほとんどない」の方がいいのではないか。 

会長 他の選択肢と表現を合わせ、③を「どちらかといえばない」、④を「ほとんどない」

とする。設問５の選択肢の追加はこれでいいか。 

―（承認）― 

会長 ４ページのタイトルの変更、５ページのタイトルの変更と設問 11 の選択肢の追加は
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これでいいか。 

―（承認）― 

会長 設問 15－１の選択肢に「人権擁護委員（子どもの人権 SOS ミニレター）」を追加する

なら、設問 12－２と 13－１にも追加すべきではないか。 

委員 設問 15－１ではなく、設問 16 の質問の相談窓口、電話相談に郵便相談を追加しても

いいかとも思う。 

会長 人権擁護委員が相談活動をされているので、設問 15－１の選択肢に「人権擁護委員（子

どもの人権 SOS ミニレター）」があってもいいのではないか。 

委員 子どもに SOS ミニレターを配付する際に、「困ったことや悩みがあれば、書いて」と

言って説明しているので、設問 13－１のいじめの相談相手に関する選択肢にはなくても

いい。 

会長 選択肢としては他と揃えた方がいい。設問 12－２、13－１、15－１の⑬に「人権擁

護委員（子どもの人権 SOS ミニレター）」を追加していいか。 

―（承認）― 

会長 設問 13―２の変更はこれでいいか。 

―（承認）― 

会長 順番を変えたいという設問はどれか。 

事務局 ５ページの設問 11 を７ページの設問 14 の次にした方が、質問している内容を理解

しやすいのではないかというご意見をいただいた。 

会長 設問 11 では、現在のことだけでなく過去も含めて質問し、他の設問より広い体験を

聞いているので、このまま設問 11 が先にあった方がいいのではないか。 

委員 この設問 11 から 16－１までのタイトルが「いじめや相談相手についておたずねしま

す。」となっている。「いじめ」というタイトルを読んで設問 11 を読んだときに、小学

生がおとなからの虐待や体罰について聞かれているということが分かりにくい。いじめ

についての設問 12 から 14 を先にした方が、子どもからされたことについての質問か、

おとなからされたことについての質問か混同しないのではないか。 

会長 タイトルで「いじめ」と言ってしまうと混乱する可能性はある。 

委員 タイトルを「いやな思いやつらい思いや相談相手についておたずねします。」として

はどうか。 

会長 タイトルに相談相手を入れなくてもいいと思うが、もともとのタイトルは「相談相手

についておたずねします。」だったのか。 

事務局 そのとおり。これまで設問 11 は設問６として「授業やいじめのことなど、学校生

活に関係することについておたずねします。」というタイトルの中にあったが、前回の

委員会で、この設問は学校生活のことではないというご意見をいただいた。いじめの

設問についても相談相手を質問するため、これらをもともとあった「相談相手につい

ておたずねします。」というタイトルの中に設定し、タイトルを「いじめや相談相手に

ついておたずねします。」と変更した。 

委員 これらの前の設問では授業や学校生活に関係することについて質問しているので、や

はりいじめについての設問 12 から 14 を先にして、虐待や体罰について質問している設

問 11 を後にした方が自然につながる。 
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会長 大きな括りとタイトルをなくした方がいいのではないか。 

委員 タイトルをなくしたとしても、設問 11 を設問 14 の次にすることで、この設問 11 が

次の設問 15 につながるのではないか。 

会長 前の設問から学校の質問が続くので、そうした意味から設問 11 を後にした方がいい

か。 

委員 学校のことは学校のことで続いた方が分かりやすい。 

委員 頭を切り替えてもらうには、設問 11 を後にして、その後の設問 15 につなぐ方が混乱

しないのではないか。 

会長 設問 11 を設問 15 の前にして、大きな括りとタイトルもなくしていいか。 

―（承認）― 

事務局 相談相手を選ぶ選択肢にスクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーを

追加してはどうかというご意見をいただいた。これについて検討していただきたい。 

会長 子どもが申し込んでスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに相談に

のってもらうのか。 

委員 子どもから直接ということはあまりないと思う。前回の調査のまとめでは細かいデー

タがなかったようだが、選択肢は同じだったのか。 

事務局 選択肢は変わっていない。 

委員 子どもは、ほほえみ相談員やキキョウフレンド、スクールカウンセラー、スクールソ

ーシャルワーカーの違いが分かるか。 

委員 中学生なら分かると思う。 

会長 前回の調査ではキキョウフレンドが多いのか。 

事務局 キキョウフレンドを選んだのは１、ほほえみ相談員が 15 だった。 

会長 そうしたデータは役に立つので、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカ

ーを追加していいか。 

―（承認）―  

会長 ９から 11 ページは変更なしでいいか。 

―（承認）― 

会長 12 ページの子どものサロンの説明の変更は、これでいいか。 

―（承認）― 

会長 13 ページは変更なしでいいか。 

―（承認）― 

会長 続いて、おとなの調査票について説明をお願いしたい。 

事務局 （おとなの調査票について説明） 

会長 14 ページの説明はこれでいいか。 

―（承認）― 

事務局 15 ページの性別を問う設問の回答選択肢に、子どもと同じように「③答えられない」

を追加した方がいいかどうか、ご意見をいただきたい。 

委員 子どもの調査票と合わせた方がいい。 

会長 「答えられない」という選択肢は、どこかに倣ったのか、オリジナルか。 

事務局 「分からない」か「答えられない」のどちらかではないかと考えて、事務局で決め



 

 8 

たもの。 

会長 トランスジェンダーの場合、どちらかと答えられないわけでもないが、「答えられな

い」でいいか。 

委員 一番多いのは性同一性障害で、体と心の性別が違っている。 

会長 「どちらともいえない」ではおかしいか。 

委員 「答えられない」は、いいと思った。 

会長 アイデンティティがしっかりしている人にとっては、答える権利を奪われたという思

いを抱くかもしれない。 

委員 基本的に、答えたくないものには答えなくていいということでよかったか。 

事務局 そのとおり。 

委員 答えなくていい権利があるのであれば、女性か男性かだけではだめか。 

委員 そこは、質問者の姿勢が示される。世の中には女性と男性しかいないという立場で質

問をしていることになる。 

委員 このアンケートに性別は必要か。 

事務局 子どもほど重要ではないが、性別による差異があるか確認するためには必要。 

委員 女性か男性かではなく、母親か父親かを質問してはどうか。 

事務局 おとなの調査票は父母だけでなく、祖父や祖母、叔父や叔母に届くこともある。 

会長 調査としては、子どもと選択肢を合わせた方がいい。 

委員 アンケート調査で性別を答えてもらうような場合、日本全体として、どのようなケー

スがあるか。 

事務局 他市が実施した子どもの権利に関するアンケート調査では、子どもには性別を聞か

ず、おとなには女性か男性かを聞いていた。 

会長 ジェンダーの立場からすると、聞くことに意味がある。男性だけの悩み、女性だから

こその悩みがある。 

委員 「どちらともいえない」より「答えられない」の方が積極的な意味があると思う。 

会長 「答えられない」は多義的だと思う。つまり、あなたには言いたくないという意味も

あれば、女性・男性という区分では答えられないという意味もある。 

委員 多義的でいいのではないか。 

会長 答えたいのに、答えさせてもらえないという可能性もあるかと思う。 

事務局 その場合は、自分が思う性別を答えるのではないか。 

委員 男だと思っている人は男性と答えるだろうし、女だと思っている人は女性と答えると

思うが、男性でも女性でもないと思っている人への配慮か。 

会長 そのとおり。 

委員 子どものアンケートに「どちらでもない」という選択肢があると、悪ふざけで「どち

らでもない」を選ぶ子がいるのではないか。「答えられない」の方が遊び心は生まれな

いと思う。 

委員 おとなの場合は、積極的にアイデンティティを主張するという人もいるが、ほとんど

の子どもは不安を感じていることの方が多い。そういう意味では多義的の方がいい。い

ろいろな立場から「答えられない」を選べる。 

会長 では、「答えられない」にするか。 
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委員 これは重要なことなので、当事者からすれば、もっと議論しなければいけないことで

ある。 

会長 答えたくなければ答えなくていいとしているが、こうした選択肢を設定することに意

味がある。他にご意見がなければ「答えられない」でいいか。 

―（承認）― 

会長 15 ページの４に「あなたの家庭には」とあるが、この調査の対象者はどういう人か。 

事務局 10 歳から 17 歳までの子どもがいる世帯の 31 歳から 60 歳までのおとなである。 

会長 同居世帯ということか。 

事務局 そのとおり。 

委員 31 歳からが対象となっているが、若年出産されている 20 歳代の親が排除されてしま

う。 

会長 これまでこのように調査しているため、調査対象を変えてしまうと比べられなくなっ

てしまう。15 ページはこれでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 16 ページ、17 ページは子どもの調査票と合わせて変更してよろしいか。 

―（承認）― 

会長 18 ページはこれでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 19 ページはこれでよろしいか。 

委員 10－１の設問で追加した⑤が分かりにくい。 

会長 「他の家族に対して」とあるが、家族でない場合もあるので、「他の人」としてはど

うか。 

―（承認）― 

会長 20 ページは子どもの調査票と合わせて変更してよろしいか。 

―（承認）― 

会長 21 ページ、22 ページはこれでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 23 ページの設問 18－１に「こそだていろは帖」を入れなくていいか。 

事務局 子どもの調査票と合わなくてもいいか。 

会長 合わなくてもいいのではないか。 

委員 おとなだけではないが、「子どもの権利に関する条例」と言われると知らないと答え

る人が多くなる。「たのしくくらすけんり、じぶんをたいせつにするけんり、みんなと

なかよくするけんり」という言葉を知っている人は多いはずなので、この言葉をもっと

分かりやすいところに記載してはどうか。 

会長 「た・じ・み」と条例が結びついてないということ。 

委員 学校では、低学年の児童に「子どもの権利に関する条例」という言葉を使わずに子ど

もの権利について教えている。２年生の子どもでも「た・じ・み」は知っているが、条

例と聞いて分かるようになるのはいつからか。 

事務局 子ども会議の子どもスタッフは、４年生でも「た・じ・み」は知っている。先生が

条例という言葉を出すのが６年生ぐらいからのため、条例と聞いて分かるのは６年生
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か中学生になってから。内容は子どもの権利についての授業でも、それが「子どもの

権利に関する条例」とはつながらないかもしれない。 

委員 「た・じ・み」と条例がつながれば、学校で習って知っているとすぐに答えられるだ

ろうと思う。 

委員 先生が条例という言葉を使わないのには、何か理由があるのか。 

会長 条例という言葉が難しいと考えていらっしゃるということではないか。 

委員 条例だけでなく、権利も伝わっていないと思う。内容をかみ砕いて教えてもらってい

るので、自分を大切にすることやみんなと仲良くすることが大事だということは分かっ

ている。ただ、条例や権利という言葉を知らないため、子どもの権利に関する条例があ

ることを知らないことになってしまう。 

会長 「た・じ・み」と条例が結びついてないということは、条例を知らないと答えるのが

正解である。 

委員 そこは、子どもの権利学習のあり方ではないか。幼稚園からでも日常的に権利や条例

という言葉を使うことで身に付く。詳しくは分からなくても知っているという状況を作

ることも大切だと思う。 

会長 23 ページの設問 18－１に「こそだていろは帖」を入れるか。 

委員 11 番目の選択肢として入れてはどうか。 

―（承認）― 

会長 24 ページ、25 ページはよろしいか。 

―（承認）― 

会長 子どもの調査票では、大きな括りとタイトルをなくしたが、おとなの調査票について

はどうするか。 

事務局 子どもの調査票に合わせたい。また、設問 10 についても子どもの調査票と同じよ

うに順番を変えたい。 

委員 子どもの設問の順番と同じ方が、答えやすい。 

会長 設問 14 の次に設問 10 としてよろしいか。 

―（承認）― 

 

２．第２次子どもの権利に関する推進計画後期計画平成 26 年度事業実施状況について 

事務局 （説明） 

会長 ヒアリングを実施できるのは、８月だけか。 

事務局 ８月だけということではないが、８月はアンケート調査実施中のため、ヒアリング

に時間を割くことができる。 

会長 ９月にはアンケート調査の結果がでているか。 

事務局 中間報告が出ている予定である。 

会長 検証する事業を挙げ、ヒアリングの対象を７月中に決めなければならない。委員の皆

さんからの希望を出していただき、事務局で取りまとめた上で、メール等で再度委員に

確認をお願いしたい。今の時点で、事務局から挙げた事業のほかに、ヒアリングを希望

する事業があるか。 

委員 これまでの議論の中で、子どもの貧困対策について出ていた。複数の課にまたがると
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思うが、どこの課にどのように聞けばいいか。 

会長 昨年度、子どもの貧困対策についてデータを集めていただくよう提言した。それをど

のように返していただくかは決まっていないが、返ってきそうか。 

事務局 今のところ、ない。 

委員 学校をプラットホームにするということについて、教育委員会の考えなどが聞けると

いい。 

会長 提言を出してから半年なので、時期的にはまだ早いかと思う。そういう意味では、事

務局が挙げた中から、民生児童委員が子どもの貧困についてどのように把握しているか

ということが聞けるといい。学校以外では、児童委員が地域の気になる子どもを一番把

握しているのではないか。 

事務局 多治見市として貧困の指標がないので、民生委員に貧困をどう考えているかと聞い

ても答えられないのではないか。食事をしていない、服が汚いというということは分

かるが、それが貧困かということは判断できない。現在、第７次総合計画の中に子ど

もの貧困対策を入れ、どこを担当課にするか検討している。 

会長 貧困という枠組みではなくても、困っている親や子どもにどんな問題があるかという

ことを聞き、それについてこの委員会で問題提起していくのもいいのではないか。子ど

もの実態を掴むには、具体的なケースに当たっている人から聞き取りをするのは大事で

あり、子どもの権利擁護委員からも話を聞きたい。 

委員 所得が問題だと思うが、守秘義務があり把握は難しいかもしれない。特にひとり親家

庭でどのような生活をしていて、子どもにどんなしわ寄せがあるのかという情報は把握し

ておく必要があるのではないか。 

事務局 収入の少ない人は収入の申告をしていないこともあり、所得の実態を掴むのは難し

い。 

委員 就学援助を受けている家庭のことなら、ある程度は分かるとは思うが、それ以外は難

しいか。 

会長 平成 26 年度の事業評価にあるように、民生児童委員や要対協がいい活動をされてい

るのであれば、貧困問題はないのかもしれないと思った。 

委員 ないということはない。しっかり対応されているということではないか。 

会長 深刻な問題があまりない、先進地域かもしれない。要対協の実務者はどのような人か。 

委員 民生児童委員、スクールソーシャルワーカー、警察官、児相のケースワーカーなどで

ある。 

委員 学齢児なら、当該学校の校長も入るのではないか。保育園児なら園長が。 

委員 虐待など個別のことが中心となると、守秘義務の面からもヒアリングは難しいのでは

ないか。 

会長 この委員会の委員に守秘義務はかけられていないか。 

事務局 守秘義務はある。 

会長 この委員会の委員にも守秘義務があるということを説明し、ある程度聞かせていただ

くことは可能ではないか。 

委員 民生委員から一般的な話を聞くことはできると思うが、要対協へのヒアリングは難し

いと思う。 
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会長 こうしたご意見を委員の皆さんから事務局へ出していただき、取りまとめていただく

ということでよろしいか。 

事務局 ７月 15日までにヒアリングを希望される内容について事務局へお申し出いただき、

事務局で取りまとめの上、みなさんにご確認をいただくということでよろしいか。 

―（承認）― 

 

３．その他 

 ①次回委員会の日程について 

   8 月 27 日（木）の午後 

   －（承認）－ 

 ②みんな違っておもしろい ぼくの絵 わたしの絵 絵画コンクール 2015 審査依頼 

③平成 27 年度多治見市子どもの権利セミナーのチラシ配付 

④平成 27 年度人権同和教育講演会の案内 

 

（閉会） 


