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第 4 期第 16 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 8 月 27 日（木） 14:55～17:15 

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、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＞ 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：子どもの権利に関する推進計画平成 26 年度事業実施状況についての 

ヒアリング内容一覧 

資料 2：ヒアリングシート 

(1)子ども支援課 

    (2)保健センター 

    (3)高齢福祉課 

    (4)くらし人権課 

    (5)教育研究所 

資料 3：子どもの権利授業実施状況（教育研究所） 

  追加：平成 26 年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 

 

○ はじめに 

  ・会議及び議事録の公開（確認） 

 

 

・はじめに 

【議題】 

１． 第 2次子どもの権利推進計画後期計画平成 26年度事業実施状況に関する担当課ヒアリング 

①ヒアリングの進めかたについて（確認） 

②担当課ヒアリング 

 ・子ども支援課 

 ・保健センター 

 ・高齢福祉課 

 ・くらし人権課 

２． その他 
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Ⅴ．議事要旨 

【議題】 

１．第 2 次子どもの権利推進計画後期計画平成 26 年度事業実施状況に関する担当課ヒアリ

ング 

●ヒアリングの進めかたについて（確認） 

会長 今日のヒアリングは４課から話を伺う。それぞれの課へのヒアリングを希望した委員

を中心に皆さんから意見を伺いたい。教育研究所については、本日は資料の配付のみと

なっているが、次の委員会でヒアリングを実施できるように調整中か。 

事務局 教育研究所へのヒアリングは、10 月の委員会で実施できるよう調整中である。 

 

●担当課ヒアリング（子ども支援課） 

子ども支援課 （説明…ヒアリングシートのとおり） 

委員 放課後児童クラブは、今年から夏休みだけの利用ができるようになったが、これは利

用者からの要望があったからか。 

子ども支援課 保護者から多くの要望があった。平成 25 年度に実施したアンケート調査で

は、ほとんどの人が夏休み期間中にも事業があるべきと答えている。また、他

市でも夏休み期間中の事業を行っているところがあり、多治見市でも実施でき

ると判断し、平成 27 年度から開始した。 

委員 通常時の利用者数が増えている。また、特に夏休み期間中は放課後児童クラブで長い

時間を過ごすことになるが、何時から何時までで、子どものスペースはどの程度確保さ

れているか。 

子ども支援課 時間は朝７時半から夜７時までである。国、県、市で基準があり、児童一人

当たり 1.65 ㎡以上確保することになっている。時間中に専用できる場所の面積

を児童数で割って算出し、一人当たり 1.65 ㎡以上を確保した上で定員を設定し

ている。 

委員 夏休み期間中に増員する指導員 40 人は、その期間だけの雇用になると思われるが、

容易に確保できるのか。 

子ども支援課 人員確保は大変である。委託先法人に丸投げするのではなく、市の調理員や

ほほえみ相談員、キキョウスタッフに指導員としてアルバイトができないかと

声を掛けるなどした。最終的には確保できたが、次年度以降も児童の増加が予

想されるため、体制を考えているところである。 

委員 指導員の立場として、子どもの権利という視点から、ここをもっと改善すれば子ども

にとってより良い環境になるのではないかと思うことがあれば、教えていただきたい。 

クラブ指導員 当クラブには通常時利用の児童 49人と夏休みだけの利用児童が１人いるが、

夏休みだけの児童は今年の３月までクラブを利用していた子で、放課後児童ク

ラブのことが良く分かっていたため、問題はなかった。放課後児童クラブがで

きた 16 年前は保護者による運営で、小学校１年から６年生までの通常時の 15

人に加え、夏休みのみ利用する 15 人がいた。その中には知的障がいのある子

どもがいたことや、性格など全く知らない子どもを 15 人も夏休み期間中に預

かったことを考えると、親は安心して仕事ができたと思うが、子どもにとって
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どうだったかと反省するところもある。今の利用者 50 人のうち支援が必要な

子は７人、平成 26 年度は利用者 40 人のうち８人が支援を必要とする子どもで

ある。子どもたちはそれぞれの思いを指導員にぶつけてくるので、家庭の代わ

りとして丁寧に関わりたいと思うが、子どもの人数が増えたことで、支援が必

要な子にとっても、そうでない子にとっても、どちらにも十分な関わりができ

たかは心配である。学校とはよく話をさせていただき、使っていなかった相談

室をクラブで使わせていただいている。また、配膳室も使わせていただきたい

とお願いしたところ快諾いただき、職員で壁を塗るなどして、夏休み期間中は

３部屋を使用できた。また、支援が必要な子は個別の部屋の方が落ち着いて過

ごせるようなので、配膳室の中にある配膳員の部屋を４部屋目として使うなど

して対応した。ただし、クラブの隣に通所の療育施設があり、放課後そこに通

う子どもへ影響がないように静かにする、おやつを食べるときは窓を閉めるな

ど、音や匂いなどへ配慮をしなければならない状況である。そのため、子ども

の様子から何かあったなと思った時に、すぐに声を掛けることができない場合

もあり、子どもたちにルールを守る力は付いたかもしれないが、家庭の代わり

ができているのか悩むこともある。 

委員 支援の必要な子ども７人を含め、通常 49 人、夏休みは 50 人とのことだが、朝７時半

から夜７時までの長丁場を何人のスタッフでどのような交代制で対応しているか。 

クラブ指導員 指導員は６人いるが、休みを取ることもある。また、支援が必要な子は日替

わりの指導員では落ち着かなかったり指示を聞けなかったりするため、私は朝

７時 30 分から夜の７時まで勤務している。保護者対応をしっかりできるよう

にするためにもそうしている。他の指導員はできるだけ半日交代とするように

している。また、放課後児童クラブの子がたくさん学校のプールに行くので、

学校からプールの監視を依頼され、毎日プールにも行った。 

委員 クラブの子がたくさんプールに行くことでプールを利用する児童が増えるため、クラ

ブの指導員がそのままプールの指導も担っているということか。 

クラブ指導員 日頃、学校施設を利用させてもらっているし、学校の先生と話ができる機会

にもなるため、協力している。また、クラブの子が怪我をした場合にもすぐに

対処できる。 

会長 確認させていただくが、指導員６人とも朝７時半から夜７時まで交代がないのか。 

クラブ指導員 交代がないのは私だけである。８月 10 日から 14 日は申込保育のため、１週

間休んだ。 

委員 県の事業だと思うが、今年度から放課後児童クラブ運営指針と放課後児童健全育成事

業の設備及び運営に関する基準が出て、放課後児童支援員等研修事業が始まっていると

思うが、指導員の研修はどうなっているか。 

子ども支援課 指導員の研修については、各クラブに必ず一人いる主任指導員には全員、県

の研修を受けてもらう予定でいるが、まだ県から情報がない。 

委員 今年度から子ども子育て支援事業の中の、地域子ども子育て支援事業として学童が位

置付け直された。昨年まで補助金だったのが今年から委託費になり、委託要件を満たす

ためには面積を広げたり支援を充実したりするなど整備が必要となった。しかし、ＮＰ
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Ｏなど民間の団体にお金がなくて整備できないということで、全国的に困難を抱えてい

る状況だということだったが、多治見市はどうだったか。 

子ども支援課 多治見市内にある 18 クラブはすべて公設民営のため施設は市が整備し、事

業を法人に委託している。多治見市では平成 24 年度からすべて法人に委託し

ているのでさほど影響はなく、今後も施設については市の責任で整備すること

になる。 

委員 先ほどの説明では、配膳室の壁を塗り直し、クラブで利用できる部屋を増やしたとの

ことだった。それは、もともと要件を満たしていたが、支援の必要な子どものために、

現場の判断で追加したということか。 

子ども支援課 配膳室を追加した当時は、必要と決められた広さにプラスアルファの部屋と

なっていた。今では利用者が増え、配膳室なしでは一人当たり 1.65 ㎡を確保

できない。 

委員 運営を委託する際に、市として、これだけは大切にしてほしいと言っていることはあ

るか。 

子ども支援課 一番大切なのは安全、安心が第一ということである。保護者に安心してもら

えるような運営を重点的にお願いしている。 

委員 小学校にもそれぞれ特色があるように、各クラブにも違いがある。食事のある、なし

の違いもあるようだが、そうしたことに対しての市からのお願いはあるか。 

子ども支援課 特段言ったことはない。以前は子どもの人数が少なかったこともあり、手作

り給食やおやつを提供していたが、食中毒や県からの指導もあり、安全なおや

つの提供や、昼食はできるだけ保護者で用意してもらうようにお願いをしてい

る。 

委員 各クラブの違いが苦情になることはないか。 

子ども支援課 以前、同じ校区にある二つのクラブで昼食に弁当をとっていたが、そのうち

一つのクラブでトラブルがあり弁当を取り止めたことで苦情があった。 

会長 人数分の弁当を冷やす冷蔵庫はあるのか。 

子ども支援課 市では用意していない。保護者に保冷剤を入れるように依頼し、クーラーの

入った部屋に弁当を置いている。 

会長 その場で火を使って作った方が安心な場合もあるとは思う。一つのクラブの話だけで

は全体は分からないが、市としてはそうした対応を依頼しているということか。 

子ども支援課 そのとおり。 

委員 子どもの権利条約 31 条で休息、余暇、遊び、文化的・芸術的生活への参加の権利を

認めている。放課後児童クラブは安心安全を保障するというのが基本ではあるが、家庭

では十分補償できない文化的な活動をしたり集団で遊んだりするなど、楽しい場である

ことも重要だと思う。クラブで何かそうした取り組みはあるか。 

クラブ指導員 放課後にクラブで過ごす時間は短いが、おやつを食べた後は外に出ている。

夏休み期間中は交通教室を開催したり、多治見のくらしについて学ぶ機会を作

ったりした。また、保護者の協力を得て実施した体験活動もある。 

会長 委員会として議論し、今後、重ねてお聞きすることもあるかもしれないが、その時は

お願いしたい。 
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●担当課ヒアリング（保健センター） 

保健センター （説明…ヒアリングシートのとおり） 

会長 子どもの権利の普及啓発としての子どもの権利に関する条例のリーフレットやママ

パパ読本の配付事業は効果なしという評価をされているが、効果を計ることが難しいと

いうことでの評価か。 

保健センター 配付物は数多く、また、配付時に説明はしてない。どれだけの人が読んでい

るか、読んでどのような効果があったのかが計れない。 

委員 配るだけでなく、講習等で紹介をしていないか。 

保健センター 講習会での紹介はしていない。 

委員 何年か前に、リーフレットやママパパ読本を見て相談室に電話をしたというケースが

あった。一時期、乳幼児の保護者の利用が多く、手にした人が利用していると実感したこ

とがあった。 

会長 どういう広報やＰＲ方法が有効かという調査がない。子どもの権利に関するアンケー

ト調査の対象も学齢期の子どもの保護者のため、その点を考えた方がいいのかもしれな

い。 

委員 保育園でもリーフレットを配布し、できるだけ子どもの権利の話をしているが、文字

を読むことが少なくなっているため、配付することで効果があるかというと分からない。

広報の方法を検討していく必要はあると思う。 

委員 保健センターが子どもの権利に係わる事柄として、出生前検診で子どもに障がいが見

つかった場合や不本意な妊娠をした場合などにどうするか、親が子どもの権利について

考えなければならない課題がある。セミナーなど、子どもの権利について積極的に考え

る機会となるような取り組みはないか。 

保健センター 将来的には必要かもしれないが、今は考えていない。 

委員 病院ではそうした事例はないか。 

保健センター 把握していない。 

会長 妊娠中の人や就学前の子どもの保護者への効果的な広報や啓発方法については、今後、

考えさせていただく。 

 

－ヒアリング終了後－ 

会長 放課後児童クラブについては、夏休みの状況が子どもにとって条件が悪いのではない

かという心配からの質問だったか。 

委員 現場で働く人の話しでは、すごく大変だということだった。要支援の子どもの対応は

大変だということを仲間内で愚痴のように聞く。そうした状況の中で、４時半まで静か

にしなければならない、戸を閉めておやつを食べなければならないというのは、なかな

か大変な状況だと思った。また、今年はアルバイトを頼んでなんとか人員を確保したと

いうことだったが、毎年そのようにアルバイトを確保していくのかということや他のク

ラブの状況はどうかという疑問が残った。 

会長 何かあるのかもしれないと心配な気持ちは、少し分かった。今日のクラブは指導員が

頑張って部屋を増やしたから何とかなっただけである。単純な広さがあっても、大きな
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部屋は支援の必要な子どもにとっては居づらいということもあるのかもしれない。 

委員 保育所でも、待機児童問題に対して定員を上回る人数を受け入れ、死亡事故も含む保

育事故が起き、問題になっている。 

会長 今日の話だけでは、実態をつかめたというところまでいかない。18 のクラブにそれぞ

れ聞かなければならないだろうし、就学前の子どものことも踏まえ、アンケートの補足

的な調査について委員会で議論させていただきたい。 

 

●担当課ヒアリング（高齢福祉課） 

高齢福祉課 （説明…ヒアリングシートのとおり） 

会長 主任児童委員は日頃、地域で支援の必要な子どもに向き合っていらっしゃるので、実

態についてお聞きできればということで来ていただいた。全国的には、今、子どもの６

人に１人が貧困の可能性があると言われているが、多治見市を見ての実感を聞かせてい

ただきたい。 

主任児童委員 給食費や学習費が払えない家庭はあるが、増えているのかどうかは分からな

い。これは親や家庭の問題で、昔は自分が食べなくても子どもに食べさせてい

たと思うが、今は子どもの給食費や学習費が後回しになってきているのではな

いか。 

会長 主任児童委員になって何年か。 

主任児童委員 ７年８カ月である。 

会長 その間、大きな変化はないと感じているか。 

主任児童委員 ないと感じている。 

委員 見守り方の具体的指示がないとのことだったが、行政の個人情報は民生委員には見せ

られず、詳しいことが分からないまま見守れといわれてもできないということか。 

主任児童委員 主任児童委員もみなし公務員であり、守秘義務がある。それにより、自分が

支援に係わる人の情報は共有できる。支援が必要になったときに情報をいただ

ければ、それでいい。 

委員 情報を共有する範囲について、個別のケースに関して学校も一緒にケース会議をする

必要もあると思うが、問題なく運営されているか。 

主任児童委員 私の任期中に出席したケース検討会議は１件のみ。家庭のかたとも話し合い

をした上で、見守りをした。 

委員 最近は、地域が子どもを見守りきれていない。民生児童委員や主任児童委員に対する

世間の期待が高まっていると思うが、地域で活動する上での課題はあるか。 

主任児童委員 どこまで踏み込むかが課題である。主任児童委員は民生委員と違い、家庭を

訪問することはしない。主任児童委員は抱えている問題が複雑で、関わること

でこじれてはいけないので、何か変化があるかどうか見守っている状況である。 

会長 担当の世帯数や子どもの人数はどれくらいか。 

高齢福祉課 主任児童委員は小学校区で２人となっている。 

会長 校区によって違うということか。 

高齢福祉課 そのとおり。 

会長 一つの小学校区でケース検討会議は７年半で１件と少ないが、ケース検討会議が開か
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れるのは稀なケースか。 

主任児童委員 私の知る限りでは、主任児童委員がケース検討会議に参加した校区は稀であ

る。多治見市全体で１、２件ではないか。 

会長 ケース検討会議が開かれるのはどんな場合か。 

主任児童委員 子ども相談センターや子ども支援課の判断である。 

会長 主任児童委員が判断して開くわけではないということか。 

主任児童委員 そのとおり。 

会長 主任児童委員は高齢福祉課の所属で、情報は子ども支援課から提供されるのか。 

高齢福祉課 主任児童委員も大きな括りでは民生委員であり、民生委員の事務局が高齢福祉

課である。委員の定例会や研修については高齢福祉課が担当しているが、子ども

について個別に相談が必要な場合は、子ども支援課から主任児童委員に依頼があ

る。 

会長 見守り方の指示がないとのことだったが、子ども支援課からの指示がないということ

か。 

主任児童委員 大きく全体を見守るようにという指示のため、具体的にどうすればいいか分

からない。 

委員 主任児童委員にはどのような権限があり、何ができるのか。 

高齢福祉課 地域から、学校や子ども支援課、子ども相談センターなど行政へのつなぎ役で

ある。 

主任児童委員 権限や専門知識はなく、地域の目の一つだと思っている。 

会長 仕組みとしては、子ども支援課から「この子どもを見守ってほしい。」という依頼が

あり、その子どもを見守りながら、どこへつなげればいいかを判断してつなぐというこ

とか。 

主任児童委員 判断はしない。まずは、こういう子どもがいるという情報を子ども支援課に

伝える、学校と話をする。 

委員 地域から主任児童委員に話のあった子どもの情報を子ども支援課に伝えるというこ

ともしていると思う。 

主任児童委員 そのとおり。 

会長 基本は、普段の生活の中で、気になる子どもの情報を子ども支援課に伝えるというこ

とか。 

主任児童委員 そのとおり。その見守りの中で迷いもある。 

会長 今、主任児童委員で民生委員を兼ねている方はいるか。 

主任児童委員 いない。 

高齢福祉課 民生委員は児童福祉法の児童委員を兼ねており、児童委員のなかで子どものこ

とに特化した委員が主任児童委員である。民生委員児童委員というのが正式な名

称で、民生委員法と児童福祉法の両方の仕事を担っている。民生委員は、人口 10

万人以上の市では 170～360 世帯を担当することになっており、担当地域の子ど

もと関わっていくという児童委員としての役割もあるため、地域で心配な子ども

を民生委員から主任児童委員につなげ、民生委員と主任児童委員で行政と関わっ

ていくということもある。そこで、主任児童委員の大切な役割の一つとして、事
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実関係をしっかりつかみ、もらった情報を確実なものとするということがある。 

主任児童委員 主任児童委員は校区に２人しかいないため、気になる家庭の地域を担当して

いる民生委員に話を聞いたり、見守りをお願いしたりしている。 

会長 民生委員と主任児童委員がチームを組んでいると考えていいか。 

主任児童委員 問題が起きた時に、その地域の民生委員と情報を共有している。 

会長 小学校区全体で情報を共有することもあるか。 

主任児童委員 ない。 

会長 ケースごとにということか。 

主任児童委員 そのとおり。 

高齢福祉課 基本的に民生委員は高齢者を対象にしているため、何かあれば家庭を訪問する

という方針であるが、子どものケースはナイーブなので、子ども支援課の指示に

基づいて動くことになる。 

会長 民生委員も子どものケースでは家庭を訪問しづらいのか。 

主任児童委員 訪問しないことになっている。まず、子ども支援課か主任児童委員に情報を

提供してもらうことになっている。 

会長 この委員会は子どもの権利条例に基づいて多治見市の子どもの権利の状況や侵害の

状況について検証し、必要に応じて市に意見を挙げるという仕事をしている。そのため、

今、子どもが何に困っているか、どういう状況に置かれているのかということを知りた

いので、今後も子どもについての情報を伺いたい。 

 

●担当課ヒアリング（くらし人権課） 

※擁護委員…子どもの権利擁護委員、相談員…子どもの権利相談室相談員 

擁護委員 （活動実態について説明…ヒアリングシートのとおり） 

擁護委員 子どもの権利の侵害状況等について、日頃の相談活動の中から事例を話したい。 

多治見市では頻繁に重々しい事案があるわけではないが、数年前に子どもの自傷

行為があった。このケースは、学校側の対応が行き過ぎと思われる事案であり、勧

告を行った。まだまだ、学校の現場では行き過ぎと思われることもあり、子どもに

とってプラスになっているかを常に確認する必要があるのではないか。 

体罰も、ないとは言えない。学校は先生の行為が行き過ぎとの見方を避けようと

するあまり、親とトラブルになることがある。相談室としては親と学校が話し合え

るようにし、親も納得できるように努力している。学校も、子どもが体罰だと話し

たら、それは体罰と捉える見方が必要であり、いじめや体罰については幅広く受け

止めて対応しないと減らないし、対応法ができない。学校にそうした捉え方を理解

してもらうことは大事であり、相談室と学校も話し合いをした。学校がなかなか親

と話をしようとしなかったため、相談室が調整して話し合ってもらうことで収束し

た。教訓として、まずは、子どもの訴えをそのまま受け止めなければ、親は納得し

ない。いじめならいじめ、体罰なら体罰と取りあえず受け止めて対応していく姿勢

が保育園、幼稚園、学校には必要ではないか。そうでなければ話し合いが成り立た

ない。じっくり話し合えば前に進む可能性はあるが、そうでないとトラブルが深ま

ると感じている。 
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先般、岩手県でいじめによる自殺があったが、これまでの経験上、子どもがあれ

ほど明確に死にたいと訴えることはほとんどない。死にたいという言葉が出たとき

に、すぐに取り組まなければならない。そのためには情報を自分だけで留めず、自

分の悩みとして、同僚や上司と話し合って対応していきたい。そうすれば、最悪の

結果は避けられたかもしれないという教訓がある。多治見市でも、先ほどの事例で

は、情報を学校の幹部だけで留めておき、状況が膠着していた。教育委員会とも話

し合い、方法を開拓していくということをしてもらえればと思っている。こうした

事例が数件あるが、話し合っていく中で解決への道筋がでてきた事例もあり、関係

機関と早く連携できるような情報提供、情報共有が大切だと思う。 

多治見市いじめ防止基本方針が２月に策定されたが、その直後の４月にいじめの

相談があった。方針に基づいてすぐに学校に連絡し、学校は双方の親を呼んで話を

した結果、いじめた側の子どもと親が謝罪した。情報をすぐに出して取り組み、数

日で収束した良い事例であり、問題が小さいうちに取り組んでいく大切さを訴える

ことができればいいと思う。 

親の貧困問題については、特に母子家庭の貧困、親の疾病や精神的な不安定さに

基づくような家庭の問題はとても根深い。母子家庭で貧困かつ精神的に不安定な母

親の事例は多い。夜に仕事をしているため食事づくりがはかどらない、朝、起きら

れないことで様々な意味でのネグレクトになり、それが子どもの不登校につながっ

ていくという実態もたくさんある。そうした問題は学校だけで取り組めるものでは

なく、子ども支援課や子ども相談センターが関わり、家庭自体、親自体を支えてい

く方向性をもたなければならない。日々、問題の根深さを感じながら状況を見守っ

ている中で、主任児童委員や民生委員の情報をもっと広く伝えていただけないかと

願っている。主任児童委員や民生委員がケースに深くかかわることは難しいと思う

が、心配な家庭の子について、その子がスーパーで買い物をしていたという情報一

つでもあれば、学校は安心できる。こうした情報を提供してもらえるようなネット

ワークでの話し合いがもっとできるといい。貧困問題の解決は困難であるが、情報

が伝わることが援助のしやすさにつながっていくのではないか。 

多治見の不登校の子どもは割りと多い。一般的な対応は適応教室だと取られてい

るが、基本的には家庭の問題とみられていることが多い。これまでの経験上、児童

館が子どもの居場所になっている場合もある。不登校になったら児童館へ行くのも

一つの方法と認めてあげる、幅広く子どもの居場所、生活の仕方を認めてあげると

いう見方が広がるといい。それが高校進学となると単純ではないのは分かっている

が、年齢ができるだけ小さいうちに、それでいいと伝えていくことで、少しずつ自

信回復につながるのではないかと思う。 

一つお願いがある。子どもの権利相談室は多治見市の条例に基づいて設置されて

いるが、市の要保護児童対策協議会の実務者会議のメンバーになっていない。虐待

に近い状況だという情報があっても、相談室に情報が入らないため、子ども支援課

や子ども相談センターに個別に話をすることになる。今、情報を得るルートはつく

られているが、もう少し円滑にできるといいので、市として検討していただきたい。 

擁護委員 先ほど話しのあった自傷行為の事例は、学校で生徒への個別指導が長時間に渡っ
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て行われた末の行為だった。子どもの機関には、命を大切にする視点が重要な要素

としてある。子どもの視点に立って、子どもの気持ちを受け止め、子どもを追い込

まない対応をしなければならない。また、それらを市民の皆さんと考え合っていけ

る仕組みづくりが大切ではないかと思う。 

擁護委員 （周知方法について説明…ヒアリングシートのとおり） 

相談員 相談室では、三人の相談員が相談を受けている。相談内容は子ども支援課や子ども

相談センターにつなぐ必要のあるものより身近なものが多く、子どもを尊重するよう

心掛け、本人がこうしたいということを応援するように話を聞いている。話を聞くだ

けでは解決できないこともあり、おとながどうすることが子どもにとって一番いいか

を考えるには、親や本人から話を聞くだけでなく、学校、子ども相談センターなどと

常に連携しておくことが必要である。また、学校では問題のない子が問題を抱えてい

ることもある。児童館への出張相談などで、そうした子どもと日頃から関わることで

相談員としての役割が果たせればと考えている。また、相談の電話は、この１回だけ

かもしれないという思いで対応している。 

委員 先ほどの要望で、要対協のメンバーに入れてほしいということだったが、相談員をと

いうことか、擁護委員か。また、その他に要望はあるか。 

擁護委員 擁護委員の活動の枠があるため、メンバーについては考えなければならない。子

どもの権利に対する学校や幼稚園、保育園の認識を高めてもらう努力が必要である。

教員の初任者と転任校長・教頭に対しては子どもの権利に関する研修があるが、転

任教員向けの研修がないため、必要ではないかと考えている。 

委員 自傷行為の事例などについて、具体的には難しいと思うが、どんな問題があってどう

解決したかということを多治見市内全学校で共有するような仕組みはあるか。 

擁護委員 この事例では、当該学校に対して、指導の在り方について、これから先もしっか

りしていくようにという勧告をした。また、教育委員会に対しても、多治見市内で

このようなことが起きないような仕組みづくりをお願いするという勧告をした。た

だし、風化させないように、更なる何かが必要ではないかと思う。 

委員 あとは教育委員会に任せるということか。 

擁護委員 現状は、教育委員会から各学校に対して、指導していくことになる。 

擁護委員 勧告をしたことに関して公表できるという規定はあるが、誰のことなのか特定さ

れてしまうこともあるため、具体的な内容の公表は難しい。 

会長 学校を中心とした子どもへの対応の問題、貧困問題での連携の問題、要対協の問題が

あるということだった。勧告につながるようなことが挙がってきたら、また、相談させ

ていただきたい。 

相談員 18 歳を超えた子の相談先がない。発達障がいや家庭の問題を抱えている子は、ずっ

と困りごとや不安がある。18 歳以上の若者の相談窓口が課題であると感じている。 

会長 権利委員会も 18 歳までであるが、18 歳までで問題が解決するわけではないので、他

の支援にどうつなげていくかということは考えていきたい。 

 

－ヒアリング終了後－ 

会長 要対協のメンバーの件は、なんとかなるのではないか。豊田市では擁護委員が全体会
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のメンバーになっている。ただし、実際のケースにはあまり関われていない。主任児童

委員の件については、必要な子どもについてのケース検討会議をもっと開き、そこに主

任児童委員、民生委員が入って、チームを組んで対応できないか。ケース検討会議の担

当は子ども支援課か。 

委員 要対協の全体会議、実務者会議、ケース検討会議に該当すると思う。呼びかけるのは

基本的に子ども支援課だが、子ども相談センターが特別に開催することもある。児童委

員となると、基本的には市である。心配な子どもがいる場合、その子をスーパーで見か

けた様子を教えてほしいなど、具体的にお願いしておくと見守る側も分かりやすいので

はないか。児童委員のやり方もそれぞれのようで、朝の登下校中の見守りをされている

かたもあれば、街頭での見守りをされているかたもあり、登下校中の子どもの様子も貴

重な情報である。 

会長 基本的には、それぞれ生活の範囲内で子どもに関わっているということか。 

委員 そのとおり。 

会長 そうしたケース検討会議が立ち上がれば、その子についての情報を定期的に集めるこ

とはできるのではないか。 

委員 できると思う。日常見ていないと分からない部分は大きいと思う。 

会長 要対協でそうしたケース検討会議を機能させていくことはできるのではないか。 

委員 ケース検討会議のもち方自体にルールがある。効率的に的確なケース検討会議を開催

するには方法論があり、そうした研修を受けているかどうか不安である。 

委員 アセスメントは重要だと思う。 

委員 目標が達成できる会議でなければならない。ただ集まって話をするだけでは正しい方

向性は見えてこない。 

会長 情報の共有という点では一番使える会議だと思う。ケース検討会議で記録は取るか。 

委員 一般的な話として、記録は取っていると思うが、どんなかたちで残っているかは分か

らない。 

委員 議事録ではなく、アセスメントシートが整備される必要があるのではないか。 

会長 自治体によって違うのではないか。 

委員 子相でもアセスメントシートを使う時もあれば、使わない時もある。 

委員 話し合いだけでは共通認識になりにくいので、県としてそうした研修をする必要があ

るのではないか。 

委員 子ども相談センターでも、地域全体で共通理解をもってのアセスメントが検討課題で

ある。 

委員 愛知県立大学でやっているスクールソーシャルワーク教職員研修で、教員はそうした

知識がまったくないと感じた。教員も含め、ケース会議のもち方に関する研修をした方

がいいかもしれない。 

会長 ケース検討会議を数多くするようになれば、それにどういう形で参加するのが大切か

ということが課題になり、研修など具体的な事業につながる可能性もある。 

   ４件のヒアリングを行って、見えてきた部分もあった。今年度の勧告に、どうつなげ

ていくか検討したい。 
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２．その他 

 ①次回以降の委員会の日程について 

  第 17 回…9 月 15 日（火）午前 9 時～10 時 45 分 

  第 18 回…10 月 15 日（木）午前 

   －（承認）－ 

 ②次回委員会欠席委員の「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」審査方法について 

 

（閉会） 


