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第 4 期第 17 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 9 月 15 日（火） 9:00～10:35 

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、奥村美紀、牧野民賀、望月彰 

＜欠席委員＞熊谷満知子、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：単純集計結果（子ども） 

資料 2：単純集計結果（おとな） 

  参 考：要保護児童対策地域協議会実務者会議、個別ケース検討会議の状況につ

いて ※第 4 期第 2 回子どもの権利委員会資料 

 

○ はじめに 

  ・会議及び議事録の公開（確認） 

  ・会議の録音について（確認） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・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単純集計結果の確認 

②クロス集計の必要等について 

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 作品審査 

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 （子どもの単純集計結果について説明） 

会長 文字の間違いと思われる箇所がある。子どもの結果の２ページの小学校区を問う質問

とおとなの結果の 12 ページの虐待の質問に対する回答について、アンケート調査票で

は正しく記載されていたか。 

事務局 調査票は正しく記載されている。結果については、報告書作成の際に修正する。 

会長 調査対象は女性と男性それぞれ 50％で、女性の方が回答率が高いということか。 

事務局 そのとおり。 

委員 調査対象者数は、各小学校区の人口比率に応じた人数となっているか。 

事務局 小学校区ごとではなく、全体から抽出している。地区の人口が多ければ多く、少な

ければ少ない人数が選ばれていると考えられるが、各校区から同じ割合で抽出してい

るのではない。 

会長 それぞれの校区の回答率は分かるか。 

事務局 回答率を出すことはできる。 

委員 16 歳、17 歳は、もともとの小学校を回答しているということか。 

事務局 現在住んでいる地区の小学校を回答するように質問している。 

委員 回答率とはつながらないかもしれないが、各小学校区の 10 歳から 17 歳の人数が分か

れば、人口に対する回答者の割合が分かる。 

会長 小学校区別にクロス集計ができるかどうかに係わってくる。 

委員 小学校区別の調査対象者数の割合が均等でない以上、小学校区別のクロス集計はでき

ないのではないか。 

会長 市全体から無作為抽出しているため、均等になる可能性は高いと思われる。ただし、

回答率が低い場合はデータの信用性が低いため、回答率が分かるとよい。 

委員 調査対象者が一桁多ければ良かった。 

会長 小学校区別のデータが使えなければ、次回調査で小学校区を回答してもらう必要はな

い。小学校区と中学校区は一致しているか。 

事務局 一致していない。 

会長 中学校区ぐらいにすればもう少し対象者数が増えるため、データとしての信用性が高

くなる。 

委員 多治見の校区は入り組んでいるため、調べるのは大変ではないか。 

委員 越境通学はあるか。 

委員 特別な理由があれば、許可している。 

会長 数の問題で言えば、年齢別の分析も難しいのではないか。中学生や高校生がどうかと

いう分析はできるが、中学校区に分けてもそれぞれの校区の人数が少なくなるため、地

区別の分析は難しいのではないか。 

委員 回答率はどれだけか。 

事務局 子どもが 47.2％、おとなが 54％、全体で 50.6％である。 

委員 子どもの対象者 500 人は、10 歳から 17 歳の人口の何パーセントか。 

事務局 すぐに回答できない。10 歳から 17 歳の人口を確認する。 

委員 将来の夢やなりたい職業が「ある」、「なんとなくある」と答えた子どもが 73.3％と高
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く、嬉しい。夢があるということは自分をもっているということだと捉えると、小学校、

中学校、高校のどの時期に夢があるのか知りたい。 

会長 平成 23 年度の調査では、学校種別にデータを出している。今回、中学校に行ってい

ると回答した人数が小学校・高校に行っていると回答した人数に比べて多いが、これは

発送した母数の問題なのか回答率の問題なのかどちらか。 

事務局 母数も回答率も違うためである。 

委員 年齢を答える設問の回答を見る限り、年齢での偏りはないが、学校種別でこれだけの

違いがあるのは不思議である。 

会長 15 歳が少ないのに中学校に行っていると回答した人数が 97 となっているが、疑わし

いのではないか。 

事務局 平成 27 年４月１日現在の年齢を聞いているため、12 歳の小学生はほとんどいない

はずである。ただし、間違えて回答時の年齢を答えているケースも想定される。 

会長 行っている学校ではなく、年齢を間違えて回答している可能性があるということか。 

事務局 年齢を間違えて回答することは考えられるが、現在行っている学校を間違えて回答

するとは考えにくい。 

会長 平成 23 年度の結果と比べても、小学生が少ない。 

委員 年齢が高くなるにつれ、「夢がある・なんとなくある」と答える子どもが少なくなる

傾向にあるのは、教育の効果で現実的になっていくのか別の理由からなのか、判断が難

しい。また、前回の調査に比べ、いじめの苦しさは「生きているのがイヤになるくらい」

と答えた割合が減り、「学校に行くのがイヤになるくらい」と答えた割合が増えている。

これまでの３回の調査で多治見の子どもの意識がどのように変わってきているか、子ど

もの権利に関する推進計画等に基づいた取り組みの効果がでているかを確認すること

が大切であり、それらの特徴が読み取れる設問を整理する必要があるのではないか。 

会長 子どもへの質問で遊んだり、休んだり自分の好きなことをする時間が十分にあるかど

うかを聞いている。平成 23 年度にはなかった質問だが、平成 17 年度にはあったか。 

事務局 平成 23 年度と平成 17 年度は同じ質問である。 

会長 今回変えたということであれば、経年変化をみることはできない。クロス集計につい

ては、特に要望がなければ平成 23 年度と同じ項目についての集計とするという説明だ

ったが、新しい質問もある。これについて、ご意見はあるか。 

委員 性別について、一人だけではあるが、「答えられない」という回答がある。自己肯定

感やいじめとのクロスを出すことで、蓋然性が分かるかもしれない。 

会長 これまでのように性別でクロスをすれば、この一人についても分かる。性的マイノリ

ティは 13 人に一人と言われている。ただし、いろいろなマイノリティがあり、性別に

ついてのアイデンティティがあってもマイノリティであることはある。 

   新しい質問を再度確認したいので、事務局から説明をしていただきたい。 

事務局 子どもへの新しい質問は３つある。住んでいる小学校区、自分の好きなことをする

時間、自分以外の人へのおとなの言動を見たり聞いたりすることでのいやな思いにつ

いてである。 

会長 小学校区別のクロスについては、数的に意味があるかという議論をしたが、出してい

ただきたい。出していただき、有意かどうか、使えるかどうか判断したい。 

委員 小学校区がだいたい生活のコミュニティと考えていいか。社協の範囲も同じか。 

事務局 小学校区がコミュニティと考えていただいてよいが、社協は校区の数より少ない。 
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会長 新しい質問の自分の好きなことをする時間について、変更前の平成 23 年度の調査時

の質問と同じクロス集計でいいか。 

―（承認）― 

会長 新しい質問の自分以外の人へのおとなの言動を見たり聞いたりすることでのいやな

思いについては、問 14 のおとなの言動でのいやな思いについての質問と同じクロスで

よいか。 

―（承認）― 

会長 平成 23 年度にクロス集計した質問項目を確認したい。 

事務局 自己肯定感と「おとなから大切にされていると感じるか」の２つの質問について、

それぞれ夢、安心できる場所、おとなの言動でのいやな思い、いじめ、不登校、国語・

算数、相談相手、家庭・学校・まちづくりでの意見について、クロス集計している。

また、学校へ行きたくないと思ったことがあるかどうかと国語・算数もクロス集計し

ている。 

会長 これらは継続してクロス集計をしていただきたい。 

委員 今回、貧困に関係した質問はなかったか。 

事務局 今回の調査にはない。 

委員 今、子どもの６人に１人が貧困状態だと言われている。多治見も例外ではないと思わ

れるので、子どもの貧困が見えてくる質問があると良かった。 

会長 問 12のいじめを受けている人を見たことがある人に対する質問では、無回答が多い。

平成 23 年度の調査結果はそうではないが、質問の仕方が違ったのか。 

事務局 同じである。 

会長 平成 23 年度の調査報告では、無回答はない。回答者の母数が 106 になっているのは

どういうことか。 

委員 今回の調査では回答者の合計が 236 人となっているが、この質問はいじめを受けてい

る人を見たことがある人だけに聞いているのではない。平成 23 年度の 106 人は、見た

ことがある人の数になっているのか。 

事務局 平成 23 年度の子どもの回答者数が 247 人で、この質問が複数回答可となっている

ことを考えると、この質問に回答した人数と思われる。 

会長 平成 23 年度の報告では、子どもの回答者数 247 人から問 12 の無回答者の数を引いた

人数が 106 と考えられる。 

委員 この質問の前に、いじめを受けている人を見たことがあるかを質問し、見たことがあ

ると答えた人にこの問 12 を聞かなければならなかったのではないか。 

委員 平成 23 年度の調査では、見たことがあるかどうかという質問があるのではないか。 

事務局 平成 23 年度の調査にも、そうした質問はない。 

委員 今回の調査では、いじめを受けている人を見たけど無回答なのか、見ていないから無

回答なのか分からない。単純に無回答の人数を母数から引いてしまうのはどうか。 

委員 「見たことがない」という回答選択肢が必要だった。 

事務局 平成 17 年度の調査でも、無回答は「見ていない」と解釈して、全体から無回答者

の数を引いているようである。 

委員 次回の調査では、変更する必要があるのではないか。 

会長 基本的には前回と同じように集計していただき、小学校区別のデータも入れていただ

くということでお願いしたい。おとなへの新しい質問は子どもの新しい質問と同じか。 
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事務局 同じである。おとなのクロス集計は、おとな自身の自己肯定感についての回答を子

どもがいやな思いをするような言動についてと不登校についての回答でクロスしてい

る。また、おとなが思う子どもの自己肯定感についての回答を子どもがいやな思いを

するような言動についてと不登校についての回答でクロスしている。 

会長 条例を知っているかどうかと、他の質問をクロス集計したことはあるか。 

事務局 これまでは、クロス集計していない。 

会長 条例を知っている人は意外と多くないと思うが、知っていることでどのように回答が

変わるかが見えてくるかもしれない。子どもも条例を知っているかどうかをクロス集計

していただきたい。 

事務局 条例を知っているかどうかと自己肯定感のクロス集計をすればいいか。 

会長 条例を知っているかどうかを他の質問全体とクロス集計していただき、回答がどう変

わるのか、全体にどのように影響しているのか見てみたい。 

   子どもが条例を知っている割合が少ないと思うが、これまでと比べてどうか。 

事務局 これまでよりは増えている。 

委員 「子どもの権利に関する条例」というと「知らない」という回答になるのではないか。

もっと簡単に「子どもの権利の日を知っているか」などとすれば、「知っている」と答

える子どもが増えると思う。 

会長 子どもの権利の日についても、回答は 28.8％と高くない。 

事務局 子どもの権利の日については、前回は 15.8％で、その前は 10.6％である。 

委員 小学生には、「た・じ・み」を知っているかと聞いた方がいいかもしれない。小学生

には、子どもの権利や条例という言葉は使わず、もっと簡単に「友だちを大事にしよう。」

などと伝えられているため、内容については知っている。それが、権利や条例という言

葉が分かる中学生になって「知っている」という回答が増えることに繋がっているので

はないか。これは、繰り返しの結果ではないか。 

会長 平成 23 年度の調査では、条例を知っていると答えた高校生の割合が 27.0％である。

それが今回どうなるか。 

   では、クロス集計結果が次回の会議に出てくるので、お願いしたい。 

 

 

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 作品審査 

事務局 （審査基準等説明） 

―（審査）― 

 

 

３．その他 

 ①次回委員会の日程について 

   10 月 15 日（木）午前 9 時 30 分～11 時 30 分、多治見市役所（本庁舎）4 階会議室 

   －（承認）－ 

 ②参考資料について（説明） 

 

（閉会） 

 


