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第 4 期第 18 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 10 月 15 日（木） 9:30～11:30 

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、木股孝一、田口明、熊谷満知子、奥村美紀、牧野民賀、望月彰 

＜欠席委員＞ 小倉達也、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：クロス集計結果（子ども） 

資料 2：クロス集計結果（おとな） 

資料 3：調査結果報告書 

  資料 4：校区別回答率等 

 

○ はじめに 

  ・会議及び議事録の公開（確認） 

・会議の録音（確認） 

 

 

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 今日は教育研究所のヒアリングを行う。委員から質問が出ている。また、一昨年度に

・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 

 ・教育研究所 

２． 子どもの権利に関するアンケート調査について 

①クロス集計結果の確認 

②分析記述の確認 

３． その他 
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提言した権利学習について、どのように取り組まれているか確認したい。皆さんからの

質問等をお願いしたい。 

 

●担当課ヒアリング（教育研究所） 

教育研究所 （説明…ヒアリングシートのとおり） 

委員 子どもの権利に関するアンケート調査を実施したところ、子どもの権利条例を知って

いると答えた子どもは 28.8％であった。経年的には増えているが、まだ少ない。多治見

の子どもには権利学習の中で、まずは、権利条例があるということを知ってもらうこと

が出発点になると思う。そうした取り組みが弱いのではないかと思う。更に権利学習を

進める上で、いろいろな機関と手を組んだ共同的な取り組み、総合的な取り組みを検討

しているか。 

教育研究所 条例という言葉は子どもには難しい。それより、内容が大切であり、各発達段

階に応じた指導をしている。子どもの権利条例という言葉の認知度は 28.8％にな

ってしまうかもしれないが、中身を大切にしている。教育委員会と学校の繋がり

だけでなく、多治見市として、くらし人権課が学校に行って条例が認知されるよ

うな授業をするというような機会は増やしていきたい。 

委員 子どもの権利条例のある市として、他の市町村に誇れるような取り組み、他から見て

光る取り組みを期待したい。 

会長 一昨年、指導案の見直しを提言した。教育研究所としてどのように受け止め、取り組

んできたか。 

教育研究所 指導案の見直しについて、現段階において委員会等を新しく立ち上げることは

難しいが、資料の一部を見直した方がいいものもある。いい情報がないか、情報

収集をしている。 

会長 提言した理由の一つは、実施状況が正確に把握されていないということ。「子どもの

権利の日」が定められているが、どのような内容の授業が行われ、どの程度指導案が使

われているかということが数値として把握されていなかった。その後、把握されたか。 

教育研究所 昨年度は小学校 13 校、中学校８校すべてで、「子どもの権利の日」前後に権利

学習を実施したという報告を受けている。 

会長 指導案を使っているか。 

教育研究所 21 校中 18 校が指導案を使っている。それ以外の指導案を使ったのが５校で、

両方使った学校もある。 

会長 18 校の全学年学級で指導案に基づいた授業が行われたか。 

教育研究所 学級までは報告がない。 

会長 全学年の全学級で指導案に基づいた授業が行われたということなのか、１クラスでも

指導案を使った授業が行われていれば、その学校は指導案を使ったことになるのか、ど

ちらか。 

教育研究所 それぞれの学級についてまでは分からない。 

会長 それが分からなければ、正確な実施状況は把握できないのではないか。 

委員 人権教育主任が中心となって権利学習を行っているということだが、何を主題として

取り上げているか。 
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教育研究所 道徳の授業で人権に関する内容を取り上げる。「た・じ・み」を核として、友

情や個性、生命尊重、親切心などを子どもに考えさせる。 

委員 18 歳選挙権が成立した。早ければ、高校在学中に選挙があることもありうるため、小

学生の頃から主権者教育が必要となってくる。社会の主人公、主権者であることをこれ

まで以上に伝えていく取り組みが必要。 

教育研究所 今年から毎月第２土曜日に土曜学習という事業を行っている。１月には多治見

子ども議会という企画で、小学生・中学生が市長・議長と議会を経験する。こう

した政治参加のようなものも取り入れていくこととしている。 

委員 「響きあいの日」の取り組みについて、岐阜県に報告すると思う。それと同じような

形で、「子どもの権利の日」に係わる授業をどのように進めたか、各学校から取ること

は考えているか。 

教育研究所 どのような授業をしたかというアンケートを取って報告を受けるようにして

いるが、数値で説明するのに不十分なところは検討する。 

委員 脇之島小学校では、人権擁護委員を講師に迎えて授業を行ったという報告があるが、

これは脇之島小学校の一部の学年のことだと思う。先ほどの会長の発言と同じだが、他

の学年の取り組みについて分からない状態で、一部の取り組みを取りあげ、それが学校

としての取り組みだとは言えないのではないか。 

委員 教育研究所で、子どもの権利条例を小学校、中学校の子どもに伝えるという仕事はど

のような位置付けか。 

教育研究所 多治見市は人権のセミナーや講演会に参加する機会が充実している。人として

人を大事にする、自分を大切にするという心の教育が根幹にあり、人権を大切にし

ている。 

委員 子どもの権利に関するアンケート調査の結果、子どもが子どもの権利条例を 100％知

らない校区もあれば、条例を知らない割合が 40％の校区もあった。この結果と教育研究

所が把握している状況は繋がるか。指導案の見直しはしないとのことだったが、各学校

が他の学校についての情報を共有する実践研究のような機会はあるか。 

教育研究所 実践交流の場はない。ホームページに情報を掲載しているが、集めた情報を集

約して発信していく方法や内容を考える必要があると思っている。 

委員 子どもを見ていると、権利意識と自尊感情は関係していると思う。自尊感情のある子

どもは権利意識がある。学校現場でそうした意識を感じているとのことで、安心した。 

会長 子どもの権利擁護委員のセミナー後にあった人権教育主任研修のような機会を年度

末にももつことはできるか。 

教育研究所 検討が必要である。 

委員 子ども議会はどのような子どもが参加するのか。不登校の子どもや貧困家庭の子ども

の参加には、どのような苦労があったか。 

教育研究所 現在、参加者を募集中である。土曜学習は自主参加で、どんな子どもでも歓迎

する。 

委員 放っておくと、積極的に意見表明できる子どもが集まると思うが、それでいいか。参

加者の参加には工夫が必要ではないか。また、道徳心は内面的なもので、強制されて身

に付くものではない。教科化すれば、学習指導要領のようなものができると思うが、そ
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れをそのまま教えるのは道徳に反する。そうした矛盾をどう教員が受け止めるか、教員

自身の受け止め方についての研修のような機会が必要ではないか。 

教育研究所 教員に研修をする必要があると思う。 

委員 研修の内容が、こう教えなさいというものではいけないと思う。 

教育研究所 そうではない。 

委員 教科にするというのは、矛盾を抱えた施策だと認識している。子どもの権利という点

から考えると、子どもたちに対する内面統制のようなイメージが強まる。それを学校と

してどうしていくか、教師の主体性が問われる。教育研究所なので、研究していただき

たい。 

会長 有意義な話を伺えた。また、委員会から提案させていただくこともあるかもしれない。

その時は、ご協議いただきたいと思う。 

 

－ヒアリング終了後－ 

委員 子どもの権利条例というとなかなか認知度が上がらない。学校では 10 月から 12 月に

かけて権利を大切にしながら指導しているため、アンケート調査の実施時期も関係して

いるのではないか。また、指導案を使う以外にも様々な取り組みがあり、内容はいいも

のが取り入れられていると思うが、教員がいろいろな言葉で伝えるため、子どもは内容

と条例という言葉が結びつかないのかもしれない。 

委員 宗像市では、子どもの権利という言葉が普及しているのか。 

会長 相談機関の認知度が高いと聞いた。 

委員 権利という言葉の内容は難しいが、幼児期から権利という言葉を日常用語として使う

環境ができるといいと思う。 

会長 これまでの委員会でも議論したが、「た・じ・み」という条例の理念の普及は進んで

いると思われるが、アンケート調査では検証されていない。内容の理解がどの程度進ん

でいるかということと推進計画の指標となっている条例の認知度を分けて考える必要

があるのではないか。条例という言葉は難しいが、中学生ぐらいになると、地域との関

わりで、自治体には条例があるということを認識していくと期待したい。それがどれだ

け進んでいるかという問題がある。更に、その子どもが数年後におとなになり、若い親

がどれぐらい条例を知っているかということに繋がる。そういう意味で、条例の認知度

は意味がある。今後は、子どもの権利の意識と条例認知度を区別してアンケートを考え

る必要がある。 

また、委員の意見にもあったように、アンケートの実施時期を夏ではなく、権利授業

後の冬に行えば数値が異なることは予測できるが、経年で結果を比較するには、夏に実

施する必要がある。アンケートは３年に１回の実施か、４年に１回か。 

事務局 アンケートは子どもの権利に関する推進計画の見直しに合わせて実施している。推

進計画は８年で、中間の見直しがあり、４年ごととなる。 

会長 次のアンケート調査の結果を待たずに、子どもの意識を掴む努力を考えてもいいので

はないか。 

委員 全体ではなく、何かに特化した質問でいいと思う。 

会長 アンケートの子どもの対象者が 500 であり、この人数でいいのかという問題もある。
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各校区の対象者が少ないため、この結果がこの校区の特徴であるといいきれない。この

点は、今回の反省として次に繋げたい。 

また、ヒアリングの結果、指導案の見直しは、ほぼ何も取り組まれていなかった。子

どもの権利委員会やくらし人権課と一緒に何かするような、実行性のある提言を考えた

方がいいと思った。 

８月と今回のヒアリングを基に提言内容を考えることとするが、次の 12 月の委員会

で提言をつくるのか。 

事務局 12 月の委員会でつくっていただくか、12 月の委員会で第４期委員会として粗方つ

くっていただいたものを、年度末に第５期委員会としてつくっていただいてもよい。 

会長 アンケート調査の報告書を仕上げることが大事なので、年度末にできるとよい。12 月

には、今日の議論をふまえ、もう一度確認させていただく。 

 

 

２．子どもの権利に関するアンケート調査について 

事務局 （クロス集計結果等について説明） 

 今回の報告の中で、次のことについて皆さんに検討していただきたい。自分のこと

が好きかという質問の回答選択肢から「普通・どちらともいえない」を除いた。前回

の結果と比較できるか。もっと休みや休息する時間がほしいかという質問を遊んだり

休んだり自分の好きなことをする時間が十分あるかという質問に変えた。この結果を

過去の結果と比較できるか。 

委員 意味は近い。 

事務局 「ほしい」という回答には、「今でも自分の好きなことをする時間はあるが、もっ

とほしい」という回答も含まれていると考えられる。 

会長 「ほしいと思わない」という回答にも、「現状でも時間はないが、ほしいとは思わな

い」という回答が含まれている可能性も考えられなくはない。 

事務局 時間はあるけどほしい、ないけどほしいと思わないという回答も考えられなくもな

いため、今回の質問と過去２回の回答を経年比較できるか疑問である。 

会長 過去２回の結果と分けて表示する必要があるのではないか。 

委員 子どもの結果にはそれほど大きな変化はないが、おとなの結果に変化がある。 

事務局 過去の調査結果で、子どもとおとなの意識の差が大きくあった代表的な質問が、こ

れである。子どもはもっと時間がほしいと思っているが、おとなとしては、十分にあ

るのではないかという結果であった。 

委員 子どもの結果とおとなの結果の単年度の比較はできる。 

事務局 次に、いじめの対処法について、いじめを受けている人を見て何もしなかったと回

答する子どもが 14.8％で最も高いという記述があるが、この質問は無回答が 168 人で

71.2％である。この無回答の扱いをどうすべきか。 

    次に、今回新しく質問した、自分以外の人へのおとなの言葉や行為で自分が大変い

やな思いをした経験について、問１、問２とクロス集計をしている。全体にも関係す

ることだが、母数の小さいデータの取り扱いについて、ご意見をいただきたい。 

    全体としては、校区別のデータの報告書への掲載の要、不要についてもご検討いた
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だきたい。これについては、校区別の対象者数が少ない中で、この結果がこの校区の

特徴だと言えるかどうかということに関係する。また、すべての質問に対して条例認

知度別に結果を表示しているが、特定の質問だけでもいいかどうか。最後に、今回の

結果で特徴的だと思われる項目があれば、出していただきたい。 

会長 まず、自分のことが好きかという質問の経年比較について、３ページの表示ではおか

しい。前回の結果には普通を入れた方がいい。子どものクロス集計結果 13 ページの経

年比較表を見ると、23 年度の「どちらかといえば」の結果が 17 年度と今回の結果と大

きく差があり、「好き」、「きらい」の結果には大きな差がないことから、「普通・どちら

ともいえない」という子どもが「どちらかといえば」を選んだと思われる。「好き」だ

けを見れば、経年比較はできる。 

委員 17 年度と 23 年度の結果には「普通・どちらともいえない」を入れるということか。 

会長 「普通・どちらともいえない」という選択肢があったのは 23 年度だけである。23 年

度のグラフには「普通・どちらともいえない」を入れても、「好き」や「きらい」の経

年変化は読み取れる。ただし、注書きは必要である。 

委員 23 年度のグラフに「普通・どちらともいえない」の回答数が入っていないこの状態で

回答率が 100％になるのか。 

事務局 100％にはならない。このグラフが間違っている。 

会長 経年比較する場合はグラフで表示し、表は載せないか。 

事務局 グラフを表示する予定である。 

会長 表の方が分かりやすい場合もあるのではないか。表の一部を二重線にするなどすれば、

もう少し見やすくなる。 

   この設問の扱いとしては、「普通・どちらともいえない」を入れるということでよろ

しいか。 

―（承認）― 

会長 次は、自分の時間があるかという質問について。この質問は、前回までの質問と内容

が変わってしまったので、17 年度と 23 年度のグラフから１行空けて今回のグラフを並

べてはどうか。質問が変わったということは書いてあるか。 

事務局 今回の質問と、以前の質問が書いてある。 

会長 グラフだけを見ると、同じ質問のように見える。今回のグラフを分けて、27 年度のグ

ラフと 23 年度のグラフの間に、23 年度の質問を記載するという方法もある。グラフが

分かれていても、並んでいれば参考にはできるので、それでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 次は、74 ページのいじめの対処方法について。 

事務局 これは無回答が多かった質問である。現状の記載では、いじめを受けている人を見

たときに、「何もしなかった」と回答する子どもが 14.8％で最も高いとなっているが、

この質問では無回答が 168 人で 71.2％ある。この無回答は、いじめを見ていないから

答えられなかった子ども、見たけれど答えなかった子どもが考えられる。 

会長 この質問のグラフは掲載するのか。 

事務局 92 ページに表、93 ページにグラフの掲載がある。経年比較をするなら、前回と同

じように無回答の数を除いて、何らかの回答をした人数を分母にしてそれぞれの回答
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の割合を出したものをグラフにしなければならない。 

会長 92 ページの合計 236 が間違っているのではないか。 

事務局 23 年度と同じようにするなら 236 ではいけない。しかし、いじめを見ていないか

ら無回答なのと、見たけど無回答なのが両方この無回答の 236 に含まれていると考え

ると、23 年度と同じ操作をするのはいかがなものか。 

会長 91 ページの表があれば無回答が 71.2％だったことは分かるため、読み間違いはない

のではないか。 

事務局 無回答の数には触れず、他の回答の数字だけが出てくると、数字の捉え方が変わっ

てしまうのではないか。 

会長 93 ページのグラフには無回答の数値を入れるべきである。74 ページの記述では、無

回答が 71％あり、見ていないから無回答なのと、見たけど無回答という両方が考えられ

るということを最初に言ってから説明するということでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 121 ページの問題は、データ数が小さいことである。今まで、クロス集計が有意かど

うかということを確認していないか。 

事務局 データ数が小さくても報告書に載せている。 

会長 有意かどうか、統計的な処理をしてもらっていないか。 

事務局 していない。 

会長 小学校区別のデータと合わせて、データ数の小さいものをそのまま読み取ることはで

きないと最初に説明してもいいのではないか。121 ページで、データが少なすぎるのは

どこか。 

委員 問２とのクロス集計表に合計して６や３がある。 

事務局 表に数値として小さい数があっても、表全体をみれば全体の数が分かるので問題な

いと思うが、分析記述の中で「８３％が回答した」とするとたくさんの子どもが回答

したと思われる。しかし、このクロス集計では、実際には５人が回答しただけであり、

５人の回答で８３％としていいか。 

会長 それば慎重にした方がいい。 

事務局 121 ページでは、『自己肯定感が低い子ども、おとなからの愛情を感じていない子ど

もは、自分以外の人が、おとなのことばや行為で大変いやな思い、つらい思いをして

いるのを見たり、聞いたりしたことが「ある」と答える割合が高くなっている。』と

分析している。 

会長 因果関係の分析はこれだけではできない。そうした経験があるから自己肯定感が低い

という場合もある。体験があって意識になる。「おとなのことばや行為で大変いやな思

い、つらい思いをしているのを見たり聞いたりしたことが「ある」と答えた子どもは自

己肯定感が低い傾向にあるといえなくもない。」という程度ではないか。 

委員 「どちらかといえば好きではない」と「きらい」を合わせて考えれば、気にしなくて

もいいのではないか。 

委員 そもそも、この報告書を見るのは誰か。 

事務局 子ども関係の施設の職員など、子どもとよく関わりのある人。 

委員 保護者ではなく、日ごろからこうした報告書を見慣れている人か。 
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事務局 市民のみなさんには、この報告書そのものではなく、部分的に抜き出したダイジェ

スト版を見ていただく予定である。 

委員 報告書の最初に注釈がたくさん書いてあっても、読まないと思う。ほとんどの人は必

要なページだけを見て、例えば、そこにある「100％」という数字だけが目に入り、実

際はほんの数人が回答しただけということまでは気が付かないのではないか。それでは

報告書としては問題で、事実は伝えなければならないが、データが少ないものをグラフ

として取り上げることはしない方がいい。 

会長 賛成である。校区別のデータもグラフにはしない方がいい。サンプル数が少ないもの

をパーセンテージで表すのは良くない。 

事務局 校区別の回答率等の一覧を資料４として配付している。この数で校区としての特徴

だと言えるかどうかと報告書全体のページ数を考えると、校区別のグラフは省いた方

がいいのではないかと考えている。 

委員 地域の特徴が見られればいいと思っていたが、サンプル数が少ないもので歪んだ結果

を伝えてしまうことにもなると考えると、校区別データは載せない方がいい。 

委員 全体のサンプル数が少ない。もう少しサンプル数が多ければ、傾向があるのかないの

かが分かると思う。 

会長 校区別の回答率の資料に校区の回答率とあるが、回答率ではないので、校区人口に対

する回答者割合とすべきである。 

事務局 分析の中にも、校区別のデータとして「○○校区は 100％」というような記述があ

り、これについても削除していいか。 

会長 削除する。 

委員 校区別の回答率等の資料４は報告書には付けないか。 

事務局 付けない。この委員会で検討していただくための資料である。 

委員 校区人口に対する回答者割合が０％になっているところがあるので、一桁増やすと良

かった。 

会長 校区で発送者割合に差があるのは、無作為抽出だからか。 

事務局 そのとおりである。 

会長 校区で特徴を見るなら、発送者割合も揃えなければならない。 

   全体として、条例認知度についての関わりがある。条例を知っている方が自己肯定感

が高いことがはっきりと出ている。また、おとなからの愛情を感じている割合、学校に

行きたくないと思ったことがない割合も高い。条例認知度との関係で、学校との親和性

や権利意識など、いろいろ読み取れるのではないか。ただ、全部の質問に必要だとは思

わない。 

委員 作業上は、一部の質問だけ除くというのは手間ではないか。機械的に全部あった方が

単純である。 

事務局 一部だけ除くことも可能である。 

会長 質問一つずつ検討することが手間ではないか。 

事務局 それでは、全部載せておく。 

委員 今日配付された資料 20 ページの下の方のグラフに、ｎ＝１なのに複数の回答があっ

たような表記がされているところがある。明らかに間違いである。 
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事務局 ｎの値は１で正しい。グラフを修正する。 

会長 資料１の１ページの表では性別を答えられない子どもの学校が中学校になっている

が、間違いではないか。 

委員 年齢が 16 歳なので、高校の間違いである。 

会長 性別が答えられないと回答した子は、安心できる場所の質問に「どこにもない」と答

えている。一人ではあるが、注目したい。 

   資料１の 10 ページで、自己肯定感は女性の方がネガティブに答えている。これまで

も女性の方が自己肯定感が低かったのか。 

事務局 女子の中学生、高校生が低い。 

会長 高校生は男子も低い。男子高校生に何か問題があるのではないかと感じた。学力など

も二極化している。 

   小学生でいじめを受けた割合が高いのも、これまでと同じか。 

事務局 前回も小学生が高い。 

会長 小学生は 23 年度の結果より高くなっている。中学校は減少傾向にある。これは学校

でのデータと同じか。 

委員 いじめに対する考え方が変わり、そうなっていると思う。 

会長 中学校では減っているが、どういうことだと思われるか。 

委員 良く考えれば、手当てができていると捉えることができるのではないか。ただ、１件

の重みは大きくなってくるのではないか。 

望月委員 子ども自身が感じないということもあるのか。 

委員 小学校で随分指導され、いじめる子が少なくなっているのは事実である。 

会長 いじめについては、教育委員会でもっと正確に把握していると思う。 

   その他、お気付きのことや感想があれば聞かせていただきたい。 

   今日、初めてみた資料もあるので、資料を見ていただいてご意見を寄せていただくと

いうことでよろしいか。日程的には、いつまで修正できるか。 

事務局 12 月の委員会のときに印刷した報告書をお渡しできればと思っているが、もっと時

間をかけて精査するということであれば、12 月の委員会で最終の確認をしていただい

てから印刷することもできなくはない。 

委員 本当はデータを見ながら、こうして話ができるといい。 

事務局 今日の委員会でいただいたご意見を反映させ、間違いも修正し、みなさんにまた見

ていただいて、メールでやり取りさせていただきながら、12 月の委員会で最終的にみ

なさんと話をさせていただく。 

委員 メールで送っていただくのはＰＤＦ形式か。 

事務局 ワード形式である。 

会長 日程も合わせて、連絡をいただくということでよろしいか。では、12 月の委員会で、

もう一度検討していただくこととしたい。 

―（承認）― 

 

 

 



 10 

３．その他 

 ①次回委員会の日程について 

  12 月 10 日（木）午前 9 時～11 時、午後 5 時以降 又は 11 日（金）午後 1 時～6 時 

   ※欠席委員と調整し、日程を決定する 

   －（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 審査結果報告 

 ③第 18 回たじみ子ども会議の案内 

 ④男女共同参画推進条例制定 10 周年記念講演会の案内 

 

（閉会） 


