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第 4 期第 19 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 12 月 11 日（金） 13:00～15:00 

Ⅱ．場所：多治見市役所（駅北庁舎） 4 階第 2 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、牧野民賀、 

望月彰 

＜欠席委員＞ 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：子どもの権利に関するアンケート調査結果報告書（案） 

資料 2：第 16 回・第 18 回委員会でのヒアリングで出された主な意見 

資料 3：子どもの権利に関するアンケート調査結果報告書分析記述内容修正案 

 

○ はじめに 

  ・会議及び議事録の公開（確認） 

・会議の録音（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報告書分析記述について 

２． 第 2次子どもの権利推進計画後期計画に関する提言について 

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報告書分析記述について 

会長 アンケート調査結果報告書の分析記述については、今回の委員会で確定できると良か

ったが、議論すべきことが残っている。今日の協議を受けて、もう一度確認することに

なったので、よろしくお願いしたい。 

事務局 （分析記述内容修正案について説明） 

会長 1 ページの二つ目の記述について、「互いに影響し合っていることが分かった。」とい

うのは、曖昧である。どう影響しているのか、相関関係があると言えるのか、どう関係

があるのかを書かないと、よく分からないのではないか。 

―（承認）― 

事務局 1～2ページの網掛け部分の項目は、子どもとおとなの意識に違いがあると言ってい

る。学校に行きたくないと思ったことについては、子どもへの質問とおとなへの質問

が若干違うため、この結果で意識の違いがあると言えるか。おとなからのいや・つら

い思いについても同様である。 

委員 子どもの自己肯定感とおとなの考える子どもの自己肯定感には違いがあるというこ

とで考えれば、意識の違いがあることが分かったという結論でいいと思う。 

会長 今のご意見は、変更しなくていいということか。 

委員 元のままでも分かるのではないか。 

会長 1～2ページの調査結果の要点部分だけでなく、それぞれの項目のページにも同様の記

述があるか。 

事務局 全く同じ記述ではない。意識の差についての記述がない項目もある。 

会長 おとなからの愛情については、何ページに記載があるか。 

事務局 16ページである。 

会長 おとなから「大切にされている」ことを「愛情」と表現しているのか。 

事務局 そのとおり。 

会長 表現としては、少し違う気がする。1～2ページの要点で子どもとおとなの意識の違い

について、違うという指摘だけでなく、どう違うか詳しく書いてあればいいと思う。「大

切にされているか」の読み取り方はいろいろあると思うが、子どもの意識では、平成 17

年から 27 年にかけて「大切にされていると感じている」という子どもが増えている。

一方、おとなは、大切にされていると感じている子どもが減っているのではないかと考

えている。この変化に違いがあるが、それについての記述がない。 

事務局 おとなから大切にされていると「感じている」「どちらかといえば感じている」と

回答した子どもの割合は 93.6％で、子どもがおとなから大切にされていると「感じて

いる」「どちらかといえば感じている」と回答したおとなの割合は 94.5％であり、こ

の結果で意識の差があるとは言えないのではないかと思い、修正案として「おとなか

らの愛情」を削除した。 

会長 平成 17年の子どもの回答では「感じている」「どちらかといえば感じている」が 84.7％

で、今回の結果 93.6％は明らかに増えている。 

事務局 1～2ページの分析では、子どもの答える割合とおとなの答える割合が違うと言って
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いる。 

会長 子どもの変化とおとなの変化が逆なのが特徴として出ている。 

委員 経年変化の違いと、子どもとおとなの回答の違いは別の問題である。他にもこのよう

な経年変化に違いのある項目はあるか。また、何故か。 

会長 おとなの方が、より厳しく見ている可能性がある。要点の部分はあまり文章を増やせ

ないため、後半の記述部分で何が違うかということを記載してはどうか。 

1～2ページの修正案の※の部分は何か。 

事務局 網掛け部分の記載を削除したいと考えている理由である。子どもへの質問とおとな

への質問が違うため、この結果で意識の違いがあると言えるかどうかということであ

る。また、将来の夢を問う質問では、子どもの意識とおとなの意識に差があるため、

網掛け部分の代わりに将来の夢について記載してはどうかと考えている。 

会長 将来の夢が「ある」と「なんとなくある」を足したものが、子どもとおとなで 14.9

ポイント違うということか。 

事務局 そのとおり。 

会長 それでは、1～2ページの要点の部分には将来の夢についても差があるということを記

述し、22～23ページには子どもとおとなの意識の違いが何ポイントあったとの記述を加

えるということでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 次に、2ページの不登校については、修正なしでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 3 ページのいじめについての記述内容はいいと思うが、グラフと対応していない。こ

こは大事な内容であり、小学生・中学生・高校生の数値の推移をグラフで表すことはで

きないか。ただし、平成 17 年度に比べれば、「いじめを受けたことがある」「いじめた

ことがある」の回答は減っているため、平成 23 年度と今回の比較でいいと思う。問題

の指摘としては、小学生の女子に注意が必要だということを書いた方がいい。 

事務局の修正案は、「今回」を抜いたということか。 

事務局 そのとおり。他の部分の表現に合わせた。 

会長 表現の問題か。 

事務局 そのとおり。 

会長 修正案後半の「また、いじめ自殺事件の多くで、親や学校の先生に相談している事例

はほとんどない。」という部分は、多治見の話か。 

委員 全国的にこうした傾向がある。 

会長 「ほとんどない」でよいか。子どもがＳОＳを出していたのに、なぜ気付かなかった

のかという議論をしていると思っていた。 

委員 相談しているケースはない。 

会長 「ほとんどない」とまで言えるか。 

委員 事実である。 

会長 最近あった事件でも、父親に相談しているのではなかったか。 

事務局 祖母が部屋にあった日記か何かを見ておかしいと思い、父親に連絡し、父親が子ど

もに電話をして話をしたという報道内容だったのではないか。 
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    また、今回のアンケート調査結果で、いじめを受けた時に 4割の子どもが「がまん

した」と答えているため、委員の修正案の最後に、事務局案を付け加えた。 

会長 死にたいという相談はないと言うことか。学校に行きたくないという相談はあったか

もしれない。「生きているのがイヤになるくらいの苦しさ」は減っているが、単純に改

善傾向にあると見ることはできず、「学校や仕事に行くのがイヤになるくらいの苦しさ」

が増加している事実やいじめを受けたときに 4割の子どもが「がまんした」現状を重く

受け止めなければならないのは、そのとおりである。ただ、全国的な傾向はこのアンケ

ート調査結果から読み取れないため、報告書への記載は避けた方がいいのではないか。 

委員 入れなければならないということはない。「また、」から「気付いていないことが多い。」

までは、調査結果からは読み取れない。調査結果をどう評価するかということや、報告

書を読んだ市民の皆さんにいじめの問題を受け止めていただきたいと考えると、全国的

な傾向を参考にして調査結果を見る方が分かりやすいのではないか。 

会長 多治見の子どもの結果とした方が説得力があり、全国的な傾向を出さなくても論旨は

書ける。 

委員 「単純に改善傾向にあると見ることはできない。」という部分の説明にはなっている

が、調査結果から読み取れるわけではない。 

会長 これについては、また、検討していただくこととしたい。 

委員 載せるかどうかは、先送りするということか。それとも、事務局で検討するというこ

とか。 

会長 事務局に検討していただこうと思ったが、ご意見があれば伺う。 

委員 「いじめを受けたことがある」と答えた子どもが増えているのは、いじめに対する捉

え方が変わったことが理由ではないかと思う。また、「生きているのがイヤになるくら

いの苦しさ」と答えた子どもは、事実として減少しているのではないか。ただ、「学校

に行くのがイヤになるくらいの苦しさ」は多くの子どもにあると思うが、それと全国的

にいじめ自殺事件が減少していないこととは少しずれているのではないか。 

会長 全国的なという部分は取るということでよろしいか。 

事務局 「また、」から、「気づいていないことが多い。」までを削除するのか、「全国的に」

から削除するのか。 

会長 「全国的にいじめ自殺事件が減少していないことから、」を除いてもつながると思う。

それと、「また、」から「気づいていないことが多い。」までを除いて、「一歩手前の学校

や仕事に行くのが」につなげるということでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 いじめを受けた時の子どもの対処法として、「がまんした」も「人に相談した」も 46.2％

なので、「共に」を入れた方が分かりやすい。本文の方にも「共に」を入れていただき

たい。 

   次は、子どもの相談相手の記述について、ご意見を伺いたい。 

事務局 前回の値が 94.3％で、今回が 93.2％である。今回と前回との差は 1.1％であり、こ

れで減ったと言えるか。 

委員 差があるとは言えない。 

会長 減少しているとも、同じとも言う必要はない。 
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事務局 「93.2％で、相談相手は」とする。 

会長 4ページの子どもの意見表明・参加の機会について、ご意見はあるか。 

委員 二つ目の枠の「おとなの子どもの意見を聞くようにした方が良いという意識が高い傾

向にあるといえる。」という文が読みづらい。「おとなの方が子どもの意見を聞くように

した方がいいという意識が高い。」という表現にするか、この部分がなくても意味は分

かるのではないか。 

会長 進路について、もっと子どもの意見を聞いた方がいいという回答が多かったが、進路

について子どもの意見を聞くことと意見表明権は違うと感じた。「もっと子どもの意見

を聞くようにした方がいい。」という回答は多かったが、おとなに意見表明権について

の意識があっての結果ではないのではないか。そうしたことからも、「意識が高い」と

いう表現は削除していいのではないか。 

委員 「もっと子どもの意見を聞くようにした方がいいと回答している。」で止めるという

ことか。 

会長 「回答している。」で止め、その後、「しかしながら、」とつなげるということでよろ

しいか。 

―（承認）― 

会長 条例についての修正案は事務局からか。 

事務局 現在の記述では、「子どもの権利の日を知っている子どもの割合でも、2割強にとど

まっている。」とあるが、認知度は少しずつ上がっているため、増加しているという

表現にしたい。 

会長 権利の日の認知度は順調に上がっている。案のようにするなら、権利の日のグラフを

入れてはどうか。 

―（承認）― 

会長 今後の課題について、ご意見はあるか。 

委員 3行目の「このような」の一文が分かりにくい。「このような子どもの自主性を育てる

ためにも、子どもの意見表明・参加の機会を広げるなど、さらに取り組みを進めていく

必要がある。」としてはどうか。 

会長 表現としては、今の修正案の方が分かりやすい。意見表明権を入れた方がいいという

のは、事務局の判断か。 

事務局 そのとおり。 

会長 今後の課題は、本文中にはない文章か。 

事務局 ない。 

会長 数値目標について書くことは大事であるが、女性の自己肯定感の低さが気になった。

10ページの分類別の結果を見ると、自分のことが「好き」という回答の最低値が中学校・

高校の女子で、「きらい」の最高値が中学校の女子であることは、ジェンダーの問題か

ら記述を入れておいた方がいいのではないか。小学校のときにはそうではないが、中学

校・高校になると自己肯定感を下げてしまっている。子どもの権利の問題を考える際、

自己肯定感は基本となる。全体としても小学校、中学校、高校と年齢が上がるにつれ自

己肯定感が下がっていることは留意しなければならない。特に、女子の低下が著しいこ

とを指摘した方がいい。 
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委員 全国的にはどうか。 

会長 私の記憶では、中学校から男子の方が下がる。 

委員 多治見の特徴かもしれない。教育を受ければ受けるほど、自己肯定感が下がるという

のはいかがなものか。 

会長 一般的には、中学校では高校進学に向けて競争的な環境の中で自己肯定感が下がり、

特に男子にプレッシャーが強いのではないかと言われているが、多治見では女子が下が

る。 

委員 高校はすべて共学か。男子はどこかの高校に入れるが、女子が入れる学校が厳しいな

ど、性別による違いはあるか。 

委員 すべて共学である。 

事務局 高校進学についての性別による違いはないと思われる。 

委員 それならば、競争の問題とは直接は関係ないかもしれない。 

会長 掘り下げるには、これだけのデータでは不十分である。データから少し気になる点と

して指摘していただくということでよろしいか。今後の課題に加筆していただきたい。 

―（承認）― 

会長 11 ページにも、女性の自己肯定感が下がっているということを加筆していただきたい。 

   その他、11 ページはよろしいか。 

―（承認）― 

会長 17ページの最初の部分が、曖昧である。17年度と比較すればいい。選択肢が変わり、

23年度と比較できないため、それについて記述する必要はないのではないか。 

委員 17年度と比べても 23年度と比べても高くなっている。 

会長 23 年度を入れると説明がややこしくなる。グラフからは 23 年度を除いてあるが、23

年度は選択肢が違うということは書いておいた方がいいかもしれない。おとなは、17年

度と比べて 27 年度は、子どもはおとなから大切にされていると感じていないのではな

いかと思っている傾向があり、それは子どもの意識とズレているということを言った方

がいいのではないか。 

最後の修正案は事務局で作ったものか。 

事務局 そのとおり。クロス集計表の読み方と分析が合っていなかった。どちらを表頭にし

て、どちらを表側にするかで変わる。 

会長 元の文章でも間違いではないのではないか。 

事務局 29ページのクロス集計表を見ていただくと分かりやすいが、おとなから大切にされ

ていると感じていない子どもの 50％が時間は「ある」と回答し、33％が「ない」と回

答しているため、「おとなから大切にされていると感じていない子どもは自分の時間

がないと回答する割合が高い。」と言えるか。 

委員 明確に言えることだけを書いた方がいい。 

事務局 現在の記述では、29ページのグラフを見ていただいた方が分かりやすい。 

会長 これは、同じ設問で表の作り方を変えただけか。 

事務局 そのとおり。 

会長 3人と 2人の違いを 10倍というのも、どうか。 

事務局 確かに、一人違うだけで割合が 10倍になってしまう。 
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委員 数だけを出す。 

会長 29ページの表は分かりやすいか。 

事務局 29 ページの問 2 とのクロスを見ていただくと、「おとなから大切にされていると感

じていない」と答えている子どもが「時間がない」と回答する割合 33.3％は、他と比

べれば高いが、「時間がある」と答えている子どもが 50％であり、「時間がない」と回

答する割合が高いとは言えないのではないか。 

会長 大切にされていると感じている子どもと感じていない子どもを比べると、自分の時間

が「ない」と答えている割合が高いということ、何と何を比較しているかが書かれてい

るといいが、原案のように「割合が高い」とは言えない。29ページの表を使うかどうか

も含めて検討していただくということでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 17 ページについて、他はよろしいか。 

―（承認）― 

会長 23 ページについては、よろしいか。 

―（承認）― 

会長 29 ページについて、ご意見はあるか。 

事務局 こちらも、17 ページと合わせて事務局で再検討する。 

会長 検討していただくということでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 次に 34 ページについて。自己肯定感の高い子どもと低い子どもで安心できる場所が

違うということが分かって面白い。34 ページについてはよろしいか。 

―（承認）― 

会長 39 ページの不登校について、事務局の修正案は、「今回」を削除するということか。 

事務局 「今回」を削除し、今回、前回、前々回のデータの順番を変えた。 

委員 この文章の順番だけ変えるのはおかしい。 

事務局 増えている場合と、減っている場合で順番を変えた方がいいか。 

会長 順番を変えると分かりにくい。 

委員 統一した方がいい。 

事務局 増えている場合も減っている場合も、今回、前回、前々回の順とする。 

会長 その他はよろしいか。 

―（承認）― 

会長 次に、41 ページは文末に加筆するという案である。これは、どういう意図か。 

事務局 おとなへの質問と子どもへの質問に違いがあるため、回答の差について加筆した。 

会長 子どもには学校に行きたくないと思った経験を聞き、おとなには子どもが学校に行き

たくないと言った経験を聞いているから、意味が違うということか。「おとなが把握し

ている以上に」というより、「子どもが行きたくないと言っている以上に」ということ

ではないか。質問に合わせて表現を変えていただくということでよろしいか。 

事務局 再検討する。 

会長 41 ページについて、他にはよろしいか。 

―（承認）― 
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会長 51 ページの修正案は、どういうことか。 

事務局 読みにくいと思い、表現を変えた。 

会長 クロス集計の分析か。 

事務局 そのとおり。 

会長 修正案の方が分かりやすいと思うが、これでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 57 ページの修正は、「今回」の削除の他に何かあるか。 

事務局 いじめを受けた経験が増加し、いじめた経験が減少した理由として考えられること

を追加した。 

会長 一人の子どもがたくさんの子をいじめるケースが増えている可能性もなくはない。 

委員 修正案が正しいと感じる。いじめられる側はいじめを広く捉えるようになってきてい

るのに対し、いじめる側はいじめという意識が薄くなっているということが大きいので

はないか。 

会長 それでは、仮説として書いていただく。57ページの下の文章の修正案はどういうこと

か。 

事務局 無回答が多かった理由を一つ追加した。 

会長 設問の不備の問題か。 

事務局 そのとおり。 

会長 これでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 最初にも言ったが、「人に相談した、がまんしたと回答する子どもが 46.2％」という

記述に「共に」を入れて「共に 46.2％」とする方が分かりやすいと思った。 

次は 58 ページについて、これでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 73 ページはいかがか。平成 17 年度を含めれば、増えたとは言えないが、これでよろ

しいか。 

―（承認）― 

会長 82ページでは子どもがつらい思いをした経験の原因は、親とクラブのコーチが多かっ

たとしているが、学校の先生が 4 人、親が 7 人、クラブのコーチが 5 人と微妙である。

クラブのコーチは入れた方がいいのか。 

委員 クラブのコーチに目が留まる。 

会長 数字は学校の先生と 1人しか違わない。 

委員 三つ記載してもらえると、子どもに嫌な思いをさせるのは親と先生だけではないとい

うことが分かり、気を付けていくべきところが分かるのではないか。親だけを記載する

には、クラブのコーチや学校の先生と数値にあまり差がない。 

会長 「親、クラブのコーチ、学校の先生の順で多かった」としてよろしいか。 

―（承認）― 

会長 90 ページの修正案は、「今回」を除くということか。 

事務局 そのとおり。 

会長 「やや減少している」と言うかどうか。平成 17 年度と比べると、全体的には上がっ
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ているし、減少していると言うほどの下がり方ではない。減少という言葉は削除してよ

ろしいか。 

―（承認）― 

会長 相談窓口についての記述に「おとなは 81.2％で、前回に比べてやや増加している」と

あるが、8 ポイント上がっているので、「やや」と言わなくてもいいのではないか。 

―（承認）― 

会長 表現に何か基準はあるか。 

委員 「大幅に」という表現のところもある。 

事務局 一般的にこの標本数では、どれだけの増減を「増えた」「減った」、どの程度を「大

幅に」「やや」と言うのかと調査会社にも聞いてみたが、市の判断とのことであった。 

会長 その結果を強調したいかどうかに関わってくるのではないか。 

   次に、104 ページはいかがか。 

委員 子どもの「もっと自分の意見を聞いてほしい」という回答がだんだん減少しているこ

とが気になる。子どもは日頃から、言いたいことを言っていい環境があれば、言いたい

ことを言える。ただ単に、減少していると捉えればいいのか。また、おとなの回答との

ギャップは何か。 

事務局 質問では、もっと聞いてほしいかと聞いている。良く捉えれば、今でも聞いてもら

っているということであるが、反対に、これまで言えるような環境ではなかったため、

あきらめてしまっている子どもがいることも考えられる。この数値をどう見るか、悩

んでいる。 

会長 「もっと」という言葉が入っているため、読み取りが難しくなっている。 

委員 分析の記述にも「もっと」を入れた方がいい。 

事務局 「もっと」という記述のあるところとないところがあるため、すべてに記述する。

おとなへの質問にも「もっと」と記述がある。 

委員 十分聞いてもらっているため、「もっと」と思っていないかもしれない。聞いてもら

っているかどうかは、これだけでは分からない。 

会長 注意深く考えるなら、120 ページにも「もっと」を加え、設問に忠実に記載した方が

いい。設問の仕方は次回の課題である。実際に意見表明ができているかどうかを確かめ

るには、この設問では良くない。 

事務局 意見を聞いてもらえているかどうかは、聞けていない。 

会長 104 ページについて、他にはよろしいか。 

―（承認）― 

会長 113 ページの修正案は、点を取るだけである。これでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 114 ページの修正案は事務局か。 

事務局 文末の「と言えなくもない。」を削除した。 

委員 「ある」と言い切れないということだと思うが、あまり使わない表現である。 

事務局 「傾向がある。」も削除し、「あると答える割合が高い。」とした方がいいか。 

委員 その方がいい。「高い傾向」とあるからこのような記述になっているのではないか。 

会長 おとなから大切にされていると「感じていない」「どちらかといえば感じていない」
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と回答した 12 人の内、もっと意見を聞いてほしいという子は 3 人であり、25％という

割合は低い。 

事務局 自己肯定感が高い子どもやおとなから大切にされていると感じている子どもに比

べてということではないか。 

会長 高くない。 

事務局 自分のことが「好き」という子どもの 30％が「ある」と回答し、自分のことが「き

らい」という子どもの 50％が「ある」と回答しているため、自己肯定感の高い子ども

に比べて高いということではないか。 

会長 問 1の自己肯定感とのクロスではそうだが、問 2は違う。 

委員 見方によってとなると、この段落そのものの言いたいことが何なのか分からない。 

会長 問 1と問 2を分けて書いた方がいい。 

委員 言えることをはっきり言う。 

会長 自己肯定感も、「どちらかといえば」を足すと、高くないのではないか。 

事務局 「きらい」だけを見れば高いが、「どちらかといえば」を足すと、高くない。 

会長 傾向を見るなら、「どちらかといえば」も足して考えなければならない。「低い」とし

た方がいい。 

委員 ここの記述をなくしてはどうか。 

会長 低いのではないか。自己肯定感の低い子どもは意見表明の要求も低いと記述した方が

いい。 

事務局 低いとも言えない。問 1の場合、「好き」「どちらかといえば好き」を足すと 40％で、

「どちらかといえば好きではない」「きらい」を足すと 38％で、違いは 2％である。 

会長 低い傾向がある。問 2では、明らかに低い。 

委員 相関があると言えなくもない。 

会長 どう計算したかを書かないと、読んでも分からない。よろしいか。 

―（承認）― 

会長 123ページについては、よろしいか。 

―（承認）― 

会長 132ページは点を取っただけである。これでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 139ページでは、「やや」を削除している。後半の修正はどういうものか。 

事務局 意味は変えず、表現を変えた。 

委員 「一方、」の後に「やや増加している。」とあるが、こちらは「やや」を残すのか。 

会長 3.7ポイントの増加は、「やや」でいいのではないか。 

委員 「子どもの回答と同じく、こちらも」と「も」でつなぐなら、子どもと同じで「やや」

を削り、「こちらも増加している。」となる。 

会長 修正案の下線部は、「性別によって大きな差があり、」を「性別によって大きな差があ

る。」として、文を切った方がいい。そして、「年齢別でも」を「男女・年齢別では」と

して、以降「41～50歳の女性が 76.1％と最も高く、31～40歳の男性が 26.7％と最も低

い。」とする。最後の一文は繰り返しなので、なくてもいいのではないか。 

   139ページは以上でよろしいか。 
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―（承認）― 

会長 140 ページについて、ご意見はあるか。中・高校生のたじみ子ども会議の認知度は高

いか。 

事務局 中学校で 32.0％、高校で 20.6％である。 

会長 高校生の中では、子ども会議と権利の日の認知度が高いということか。 

事務局 そのとおりである。 

会長 それでも 20％である。女子中学生の認知度の高さが気になるが、偶然か。 

事務局 前回の調査では、女子中学生の子ども会議の認知度が 30.6％、権利の日の認知度が

20.4％である。高校生は変わらないが、小学生の子ども会議の認知度が、前回より少

し低くなった。 

会長 子ども会議には、高学年からしか参加しないためかもしれない。女子の方が認知度が

高いということは言わなくていいか。女子が高いというより、男子が低いと言った方が

いいか。 

ほかはよろしいか。 

―（承認）― 

会長 全体をとおして、何かご意見はあるか。 

委員 慣れの問題だと思うが、数字が全角であり、半角の方が見やすい。 

委員 確かに全角の数字は見にくい。パーセントには小数点があり、特に見づらい。 

委員 実数の場合は全角で、パーセントの場合は半角にできないか。 

委員 報告書では、これが標準的に見やすいとされているフォントか。 

事務局 市の例規集などでは一桁の場合は全角とし、それ以上は半角にしている。しかし、

これまでの業者とのやり取りを考えると、半角に変更を指示した場合、数字自体が間

違ったものに変わってしまう可能性があり、このままとしたい。 

会長 報告書の中ではいいが、調査項目の変更点は整理した方がいい。 

事務局 9 ページに校区別のグラフと子どもの有無のグラフがある。校区別では分析してい

ないため、掲載する必要があるか。また、この調査では子どものある世帯のおとなを

対象としていると書いてあり、このグラフを載せる必要はないと考えているが、いか

がか。 

委員 子どもの有無のグラフは、明らかにいらない。 

事務局 校区別のグラフについては、グラフを載せるとしても、子どもの全体とおとなの全

体だけとして、男女別は不要ではないか。 

委員 グラフにしなくても数が分かればいい。 

会長 校区別のグラフを除いてもいいと思うが、分析には使わなかったと記載してはどうか。 

委員 グラフより、表にしてはどうか。 

事務局 校区別のデータはグラフではなく表を掲載し、子どもの有無については掲載しなく

ていいか。 

会長 本文中には、校区別の分析は一切ないということでよかったか。 

事務局 ない。 

会長 自由意見で、校区別のデータを使えそうなところはなかったか。 

事務局 自由意見は、校区別ではデータを整理していないため、差があるかどうか分からな
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い。 

会長 これは、次回の課題である。校区別の分析をするなら、サンプル数を増やすか、調査

自体を学校別に実施するなど、調査方法を変えなければデータを使えない。 

委員 サンプル数が少ないと議論しにくいため、次回はサンプル数を増やした方がいい。サ

ンプル数が増えれば、一人増えると割合が 10倍になるということもなくなる。 

会長 今回の意見を事務局でまとめていただき、修正されたものを郵送していただきたい。

委員の皆さんから修正後の報告書についてのご意見を事務局に寄せていただいて、最終

的にまとめることとしてよろしいか。 

―（承認）― 

 

 

２．第 2次子どもの権利推進計画後期計画に関する提言について 

事務局 （追加資料の説明） 

会長 今日、ご意見があれば出していただき、次回の会議で集中して議論したい。 

ざっと振り返ってみると、一つの放課後児童クラブの実態が出てきたが、全体が分か

ったわけではない。放課後児童クラブについて提言するなら、もう少しヒアリングを重

ねるか、別の方法で実態を把握した方がいい。普及啓発については、効果をどう計るか

という点がポイントで、効果を図ってくださいと投げかけるかどうか。主任児童委員へ

のヒアリングは、改善勧告できる内容ではなかった。子どもの権利授業については、一

昨年出した提言があまり生かされていない印象だった。どうしたらいいか、この委員会

で議論しておく必要があるかと感じた。道徳の教科化については、今後、大切になって

くる問題だと考えている。相談救済体制については、要対協のケース会議をどう開いて

いくかという点で、主任児童委員も参加する形で、もう少し回数を増やしてはどうかと

言えるかと思う。 

事務局 放課後児童クラブについては、現在は福祉部が所管しているが、4 月からは教育委

員会が所管することとして、学校内で実施するという方向で、12 月議会に条例改正が

提案されている。 

委員 教育委員会が提案しているのか。 

事務局 福祉部が所管していて、市長が提案している。 

委員 今年度のヒアリングで、放課後児童クラブの一人の職員が頑張っているからなんとか

なっているだけであることが明らかになり、もう少し体制を整備しなければならないと

いうことが見えてきた。 

事務局 モデルとして、北栄小学校で実施している。 

会長 実施主体は変わるか。 

事務局 平成 28 年度は、現在の委託先が実施する。 

委員 全国の状況を勘案した上でやっているのか。 

事務局 多治見方式である。 

委員 放課後子ども総合プランという、放課後児童クラブと子ども教室を一体化させるとい

う全国的な政策があり、結果論としては、むしろ悪くなっていると言われている。空き

教室に子どもをたくさん閉じ込めて、専門家でもない人が、ただ子どもを見ていたり、
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宿題をやらせているだけだったりすることが、本当の子どもの休息する権利や遊ぶ権利

を保障することにはならない。元々、学童保育は権利条約の 31 条のその権利を保障す

るというのが重要であるが、それに逆行してしまう。そうした声が全国で出ているため、

それと同じことをするのはどうか。 

事務局 放課後の保育に欠ける児童について、今は実施場所が学校であったり、学校外であ

ったりするため、学校の教室を融通して実施する。そして、市内に 7 名の学童保育教

育指導員を配置する。北栄のモデルケースが良いケースであり、多治見市に広げてい

くということである。 

委員 良いモデルケースだったのか。 

事務局 はい。 

会長 いずれにしろ、動いているということであれば、すぐに提言に結び付けることは難し

い。 

それでは、事務局に提言に関するご意見を寄せていただいて、次回の会議でまとめる

ということでよろしいか。 

―（承認）― 

委員 次のヒアリングは、来年度か。 

会長 今の予定ではそうであるが、何か緊急にヒアリングすることがあるか。 

委員 子どもの権利授業について、18 歳選挙権との関係で、子どもの権利主体としての教育

をこれから強化しようという動きが全国である。中立性との関係で先生は大変で、矛盾

した面もあると報道されている。 

会長 高校で議論されていると思うが、小学校・中学校で動きはあるか。 

委員 今のところは、ない。 

委員 逆に、子どもの権利の保障にならないという懸念もないともいえない。我々も注視し

ていなければならない。 

会長 ヒアリングについては、よろしいか。 

―（承認）― 

事務局 アンケート調査結果報告書について、確認させていただきたい。今回の委員会での

ご意見を基に修正したものと修正箇所一覧を郵送するので、委員の皆さんからご意見

があれば伺い、最終的には会長の了承を得て印刷したい。提言についても、事務局ま

でご意見をお寄せいただくよう、併せてお願いしたい。 

委員 放課後児童クラブのことが気になる。権利委員会の知らない間に、悪い方向に行って

しまうと怖い。 

会長 悪いかどうかは、分からない。教育委員会が責任を持って、整備する方向だというこ

とではなかったか。どういう環境整備をされるかということが問題だと思うが。 

委員 空き教室を利用するというのは、悪い方向ではないかと思う。 

事務局 空き教室ではあるが、そのまま使うのではなく、必要な整備をする。 

会長 学校を遊び場として、どう活用していくかということが議論になると思う。他の自治

体では運動場を使えず、教室に押し込めるような状態で、高学年になると嫌になってし

まうケースがある。 

   それでは、ご意見をいただくよう、お願いする。 
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―（承認）― 

 

 

３．その他 

 ①次回委員会の日程について 

  2 月 12 日（金）午前 又は 19 日（金） 

   ※欠席委員と調整し、日程を決定する 

   －（承認）－ 

 ②第 18 回たじみ子ども会議の案内 

 ③委員の交代について 

第 4 期委員は今月末で任期満了となり、二人の委員が交代される。 

 

 

（閉会） 


