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第 5 期第 1 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 28 年 2 月 19 日（金） 13:30～15:30 

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、小倉達也、望月彰、木股孝一、田口明、杉本侑織香、真武美奈子、 

佐藤薫 

＜欠席委員＞熊谷満知子 

＜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：いじめ防止基本方針 

資料 2：いじめ対応の流れ 

資料 3：重大事態発生時の対応の流れ 

資料 4：第 5 期委員会平成 28 年度スケジュール（案） 

その他：多治見市いじめ防止基本方針（パワーポイント資料） 

    多治見市いじめ調査の実施について 

    子どもの権利に関するアンケート調査結果報告書・ダイジェスト版 

 

○ はじめに 

  ・環境文化部長あいさつ 

○ 委嘱状交付 

○ 自己紹介 

  ・各委員自己紹介 

・事務局自己紹介 

 

・はじめに 

・委嘱状交付 

・自己紹介 

【議題】 

１． 会長・副会長の選出 

２． 多治見市いじめ防止基本方針について 

３． 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 

４． 子どもの権利に関するアンケート調査結果報告書について 

５． 第 5期子どもの権利委員会（平成 28年度）スケジュールについて 

６． その他 
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会議及び議事録の公開、会議の録音について（事務局説明） 

 

Ⅴ．議事要旨 

【議題】 

１．会長・副会長の選出 

  会長：大村惠委員（愛知教育大学教授） 

  副会長：小倉達也委員（東濃子ども相談センター所長） 

―（承認）― 

・会長あいさつ  

・副会長あいさつ  

 

 

２．多治見市いじめ防止基本方針について 

教育相談室 （説明…「多治見市いじめ防止基本方針（パワーポイント資料）」、「多治見市

いじめ調査の実施について」のとおり） 

委員 基本方針 3 ページに「物理的な影響」とあるが、身体的な負傷を負わせたり、金品を

たかったりすることは、非行ではないか。いじめ防止対策と非行対策が重なるのか、そ

れとも分けて考えるのか、いじめと非行との関係をどのように考えているか。 

教育相談室 まずは、いじめられた子の気持ちを最優先する。お金を盗むことは犯罪行為で

あるが、本人がいじめだと訴えた以上は、こちらも大事にする。 

委員 基本方針 8 ページの⑤に「犯罪行為として取り扱われるべきいじめ」について記載が

ある。通常、犯罪の責任年齢は 14 歳以上であるが、⑤でいう犯罪行為は定義が違うの

か。仮に、犯罪であったとしても、いきなり警察と連携するのではなく、児童相談所・

子ども相談センターに通報して、児相の対応事項になると思う。現在の法体系との関係

からすると、まず連携すべきは、子ども相談センターではないか。 

教育相談室 実際は、子ども相談センター等に相談するが、直接、警察という事案もある。

今のご意見で文言について考える必要もあると思ったので、修正をしていきたい。 

委員 この方針は案ではなく、決定した方針ではないか。 

教育相談室 子どもの権利委員会で見直すことになっている。 

会長 いじめ防止基本方針の修正は、子どもの権利委員会で可能か。 

事務局 子どもの権利委員会で意見をいただき、決定機関で検討し、修正や改正をする。 

会長 では、検討いただきたい。 

いじめの調査は「年間 4 回実施」とあるが、小・中学校で統一の調査か。 

教育相談室 市として、4 回を最低限の回数としている。実際は、各中学校では毎月実施し

ている。 

会長 毎月の調査結果を取りまとめているか。 

教育相談室 各学校で取りまとめている。市の教育委員会へは年４回の報告をしていただき、

年３回実施される県の調査の際も報告していただいている。 

会長 県の年 3 回の調査と市の年 4 回の調査は重なっているか 

教育相談室 若干、時期がずれている。市の調査は三カ月に 1 回であり、県の 1 回目の調査
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の 7 月は、市の調査結果に一カ月分を加えて報告し、12 月は市の 12 月までの合

計を県に報告する。 

会長 説明のスライドの数値は、今年度の数値か。 

教育相談室 そのとおり。 

会長 昨年度までに比べて件数が少ないが、その理由は何か。 

教育相談室 いじめられた子どもの気持ちを最優先し、子どもが「いじめられた」と言えば、

件数に入れることになったため件数が増えた。しかし、子どもの話をよく聞くと、

いじめではないこともあるため、それぞれの事案について教員が確認している。

それぞれの事案を再確認し、精査することも必要である。 

会長 調査は、子どもの回答を教員の認知内容等により精査しているということだが、子ど

もからの件数を公開できるか。 

教育相談室 公開していないが、子どもの回答と実際の報告件数には差がある。公開できれ

ば、公開させていただく。 

会長 重大事案はなかったと聞いているが、重大事案に当たるような件数は減っているか。 

教育相談室 重大事態は発生していない。昨年度もないため、報告がない。 

会長 どういう事案を重大と捉えるか、多治見市の基準を教えていただきたい。 

教育相談室 方針の 8 ページの「重大事態とは」にあるように、重大な被害が想定される場

合や、30 日を目安に連続して欠席することを余儀なくされている疑いがあるとき

である。ただし、不登校の日数が 30 日以内でも、保護者や子どもの声を考慮し、

重大事態かどうかを判断する。 

会長 今年度も昨年度も、30 日以上の不登校の子どもで、いじめが原因となっている事案は

ないということか。 

教育相談室 いじめが発端となって不登校となった子どもはいる。しかし、不登校について

は複合的な要因があり、発端となったいじめについては学校が対処していても、

他の理由によって悩んでいるケースが多いのが実情である。相談室や保健室を利

用しながら学校に戻す努力をしている。学校には、欠席が 1 週間になった時点で

対応するよう依頼している。 

委員 どこからが重大かという以前に、教員の立場に立った時、どの段階で学校いじめ防止

対策委員会を立ち上げるのか、組織として対応しなければならないのか、担任だけで対

応すべきなのか等、いじめとして早期対応しなければならない段階が不明確ではないか。

個々の教員が悩む場面がたくさんあるため、分かりやすい指針となっているかどうか、

気になった。 

教育相談室 担任だけでは解決できない。学年の力を借りたり、相談員などに意見を聞いた

りしながら、組織として解決していくよう依頼している。 

委員 子どもが相談しやすい環境はもちろん、個々の教師も気軽に話しができる環境が一番

大事ではないか。そうした点について、教師の気が楽になる方針だといいと思う。 

方針 8 ページの「関係機関の取組」では、各機関が並列になっている。まだまだ、学

校や教育委員会内で対応し、重大事態が発生してから外部機関が関係してくることにな

っているが、基本的な役割分担が検討されなければならない。もう少し丁寧な関係図が

必要ではないか。 



 4 

重大事態については、次元が違う。いじめ防止対策として書かれているが、重大事態

はいじめが原因で起きたかどうか分からない場合がある。重大事態はいじめが原因の場

合が多いとは思うが、そうではない場合もある。いじめ防止基本方針の中に重大事態を

入れるのではなく、別にして、その中にいじめが原因の場合もあるという構成に変える

必要があるのではないか。また、9 ページの上に「警察に通報」とあるが、少年法でも、

必要に応じてしか警察は絡まない。安易に警察に通報するのは、脅しているようで、学

びの場としての学校に馴染むのか、十分に検討されなければならない。 

9 ページ（2）に重大事態発生を「市長に直ちに報告する」とある。その後の調査も

含めて、一番は被害にあった子どもの立場に立つことが基本であるが、その保護者への

報告が大切である。これまで、保護者はそのうちに知らせてもらえると思っていたら、

学校からも教育委員会からも知らされないまま、すでに事故報告書が出されていたとい

うように、保護者に知らされないまま事態が推移することがよくあった。保護者にとっ

ては、「なぜ」ということが一番知りたいことであるが、学校や教育委員会に聞いても教

えてもらえず、裁判で初めて、いじめや体罰があったことを知るというのが、これまで

の多くの実態である。まずは、保護者に報告するということをどこかに明記してあると

いいのではないか。 

事務局 資料 3 の「重大事態発生時の対応の流れ」を見ていただくと、保護者へはいち早く

説明することになっている。また、基本方針 9 ページ（6）のとおり、調査により明

らかになった事実について、保護者に説明することとしている。 

委員 保護者への説明は、真っ先に必要である。 

事務局 資料 3 の図を見ると、まずは、消防への要請が先であるが、真っ先に保護者に説明

することとなっている。これはいじめのケースとして出ているが、その他の緊急事態

でも、役所の体制としてはほぼ同じである。 

委員 調査については、学校いじめ防止等対策委員会といじめ問題調査委員会で行うことに

なっているが、調査に関する学校の協力義務を明記する必要があるのではないか。子ど

ものアンケート等の開示請求を拒否するケースがあり、すべての情報を調査委員会には

開示しなければならないとしておかなければ、調査委員会が動きにくい。 

9 ページ（7）の②に、保護者と連携して、いじめた子どもに対して指導を行うとあ

る。いじめを行う子どもの背景には様々な要因があり、虐待を受けていることも考えら

れるが、虐待をする親とどう連携するのか。状況に応じた対応が必要であり、形式的に

保護者と連携するということでは不十分ではないか。 

教育相談室 教育現場としては、警察の力を借りることに抵抗がある。しかし、平成 25 年

のいじめ防止対策推進法には、必要に応じて警察と連携して対処するものとする

と明記されている。そうしたことからも、毅然とした対応をするということで方

針にも書いた。誰かを傷付け、命が危ないような場面には警察の力を借りること

があるかもしれないが、実際は、教員はできるだけ子どもに寄り添って、体を張

って止めていく。こうした背景があることをご理解いただきたい。 

委員 法の欠陥だと思っている。法の問題としては、安易な出席停止措置をちらつかせるこ

とや、いじめはいつでもどこでも起こりうると言っているにも関わらず、防止法第 4 条

で「児童等は、いじめを行ってはならない。」と言っていることも挙げられる。 
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委員 日々の子どもの対応には、この方針はありがたい。様々なことを網羅しなければなら

ないが、基本が示されていて、警察とも連携していかなければならない。市の方針を受

けて、各学校の実態に合わせて考えながら行っている。あまりにいろいろあると、現場

は辛いこともあるため、基本が示されていればありがたい。 

会長 学校いじめ防止等対策委員会の開催状況と開催した場合の市への報告の有無につい

て教えていただきたい。 

教育相談室 方針では年 5 回開催としている。実際は、定期的に週 1 回程度集まって事案に

ついて相談し、いじめが発生すれば、その時にも開催している。なお、5 回の開

催については、開催したかどうか確認をしている。 

会長 年 5 回の報告は必要で、それ以外の開催についての報告義務はないか。 

教育相談室 報告義務はないが、実際は、いじめの事案を報告してもらっているため、その

裏には当然、委員会の開催がある。 

会長 学校いじめ防止等対策委員会に教員以外が参加している学校は何校あるか。 

教育相談室 ＰＴＡ等の参加があり、ほぼ全校である。 

事務局 方針 4 ページの 3 の（2）の⑤で構成員が明記されている。 

会長 学校評議員等とあるため、どんなかたが構成員になっているのか、学校によって決ま

っているのか等、実際どうなっているかを教えていただきたい。 

教育相談室 「等」が誰なのか、特定していない。実情に応じて入っていただいている。 

会長 評議委員も保護者代表か。 

委員 民生児童委員をはじめ、地域のかたである。ＰＴＡ代表は、7 名のうちの 1 名である。 

会長 スクールソーシャルワーカーが入っている学校もあるか。 

教育相談室 多治見市では 2 人配置し、状況によって入っている。 

会長 スクールソーシャルワーカーが当初のメンバーに入っていない学校でも、会議の中に

入れるか。 

教育相談室 会議に入ることは可能である。市では、ほぼすべての学校にスクールソーシャ

ルワーカーを配置しているため、状況に応じて入っている。 

会長 スクールソーシャルワーカーが各校でのいじめの取り組み状況を把握できる環境は

整っているか。 

教育相談室 整っている。 

会長 各校で学校いじめ防止等対策委員会の活動報告はされるか。 

教育相談室 学校評議委員会やＰＴＡの役員会等で報告してもらっていると思っている。教

育委員会へは、いじめの事案として報告を受けている。 

会長 報告は紙で提出があるのか、会議での報告か。 

教育相談室 事務事案については、教育委員会に文書で報告がある。保護者や地域の人へは、

文書ではないと思われる。 

会長 保護者への情報公開は、あまりないということか。 

教育相談室 個人情報保護の点から、公開は難しい。 

会長 今日、報告をしていただき、周知できた。いくつか出た意見は、お持ち帰りいただき

たい。 
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３．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 

会長 昨年、第 4期の委員で放課後児童クラブについて、子育て家庭への子どもの権利の普

及啓発について、主任児童委員の活動について、子どもの権利授業について、道徳の教

科化について、相談・救済体制についてのヒアリング等を進めてきたが、昨年の委員会

ではアンケート調査について中心に検討したため、事業についてのヒアリングが十分で

きたとは言えない。また、委員の交代もあったため、提言について十分な議論ができず、

委員の共通認識がない状態では提言できない。今回は、提言というかたちではなく、次

年度の計画づくりに意見を反映していくこととしたいが、いかがか。 

委員 放課後児童クラブについて、もう少し、実態を知りたい。 

会長 今年度は提言しないということでよろしいか。 

―（承認）― 

 

 

４．子どもの権利に関するアンケート調査結果報告書について 

５．第 5 期子どもの権利委員会（平成 28 年度）スケジュールについて 

会長 議題 4 と 5 は関連している。次年度に計画づくりをするが、日程的に余裕がない。ア

ンケート調査で何が分かったか、何を補足しなければならないかを議論するため、まず

は、事務局からスケジュールについて説明をしていただきたい。 

事務局 （スケジュールの説明） 

会長 次年度は、第 3 次推進計画の案を 11 月までに委員会で完成させ、その後、パブリッ

クコメントにかけることが使命である。現委員会メンバーは、誰も計画を作ったことが

なく、当時の事務局職員もいないため、初めての仕事という大変さがある。また、コン

サルタント会社も入らないため、すべて委員と事務局で文章を書いて計画を作ることに

なり、大変な作業になると思う。だたし、一から自由に議論して作ることができるとい

う自由さもあるので、積極的に参加していただきたい。 

今までのヒアリングは事業評価のために行っていたが、次年度は計画を作るためとい

う目的が大きい。どんな計画になるか、現時点では何もたたき台がないが、一般的には

子どもの権利に関する重点施策を何本か立てて、8 年間で何ができればいいかを考えて

重点項目を立てる。その重点項目を立てるためのヒアリングが大切であり、どこの課に

何をヒアリングするか、次回 5 月の委員会でリストアップしていかなければならない。

その目途を立てるために、今日の委員会がとても大切である。アンケート調査結果に多

治見市の親子の実態が出ているが、計画に反映させなければならない点は何か、この調

査だけでは十分に分からない点を補足するにはどんな調査が必要か、ということを議論

していただきたい。予め話しておくと、調査結果報告書のあいさつに記載したが、調査

手法の限界がある。アンケートは 10～17 歳の子どもと 10～17 歳の子どものある 31～

60 歳を対象としているため、9 歳までの子どもとその親のニーズや意識が分からない。

幼稚園・保育所や子育て支援関係の実態については把握できていないため、別途、考え

なければならない。新委員のお二人には、どう調査すれば親のニーズが把握できるか、

打ち合わせをさせていただきたい。また、市民意識も把握していない。つまり、子ども
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と同居していないおとなのニーズや社会教育や社会福祉に関係している人の思いを聞

いていないため、ヒアリングの必要があるのではないかと思う。今後の調査について、

皆さんからご提案いただきたい。 

それでは、事務局から今回の調査で分かったこと等を中心に報告をお願いしたい。 

事務局 （アンケート調査結果概要の説明） 

会長 質問やお気づきの点、計画に入れたいことはあるか。 

委員 国が子どもの貧困率を出したが、自治体レベルではサンプルが少なすぎて統計的な結

果は出せないということだった。しかし、山形大学の先生が自治体別の調査結果を出し

たため、同じことを多治見市でできないことはないのではないか。子どもの貧困で様々

な問題が生じてきているため、何らかの切り込みができればと思う。 

会長 子どもの貧困の問題については、昨年も議論してきた。困っている子どもをどう捕捉

するかということである。一つの切り口として教育扶助があるが、扶助を受けている子

どもの人数が子どもの貧困率の 6 人に 1 人と重なる。教育扶助を受けていない家庭の子

どもでも貧困はあると思うが、多くは重なっていると考えられる。自治体は、扶助をし

ているから貧困問題への対策をしているとは言えない。何に困っているか、必要な支援

は何か、そこから探れる可能性がある。教育扶助を受けている子どもと親に対して、無

記名で、周りに分からないような調査が可能かどうか、事務局で検討していただけると

いい。 

事務局 第 2 次推進計画後期計画策定の際は、当時の委員会で、アンケート調査結果だけで

は後期計画が作れないという意見があり、子ども会議子どもスタッフや中高生、子ど

も会のジュニアリーダーに追加調査を実施した。また、9 歳までの子どもの保護者の

意識を把握するため、保育園でアンケート調査を実施した。 

会長 前回は、追加調査する予算があったのか。 

事務局 ない。今回は、委員会 6 回のほかに、ヒアリング 1 回分であれば対応できる見込み

である。ヒアリング回数を多くするなら、委員の皆さんで手分けして担当していただ

きたい。 

会長 委員になってから子ども会議の子どもの意見を聞けていないため、聞いてみたい。子

ども会議で何をするか、子どもが決めるのか。 

事務局 そのとおり。 

会長 こちらからの提案としてお願いするしかないと思うが、第 2 次推進計画を踏まえ、第

3 次計画でどんな項目がほしいかを子ども会議で議論していただけるといい。毎年提言

をされているので、どう実現したかも含めて、第 3 次推進計画に盛り込みたいことを子

ども会議で意見を集約していただけないか。また、パブリックコメントの前に、小・中

学生に意見を聞けるといい。手作業でやれる範囲になると思うが、困っていることがあ

るのかどうかや重点項目について、少なくとも全中学生に意見表明の機会をつくっては

どうか。中学生は 5000 人程度か。 

委員 3000 人程度ではないか。 

会長 子ども会議で取り上げてもらうのが一番いいが、調査項目を絞れば、3000 人くらいで

も、できなくもない。子どもスタッフのサポーターが実施するという方法もある。サポ

ーターは何人いるか。 
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事務局 登録は 7～8 人であるが、サポーターが実施するのは難しい。 

委員 どういう調査をするかにもよると思う。 

事務局 子ども会議は毎年、11 月 20 日の子どもの権利の日の前後に開催しているため、時

期的に無理がある。 

委員 夏休みくらいに実施できないか。 

会長 実施するなら、夏休み前後ではないか。 

事務局 4 月になってから何をするかを話し合っていくため、夏に実施するのは難しい。 

会長 新しく何かを出すのではなく、第 2 次推進計画期間中に出された子ども会議の提言の

中から、計画に入れてほしい項目がないかどうか議論していただけないかと考えた。 

事務局 子ども会議の子どもスタッフに話を聞くのであれば、項目を絞れば可能である。 

会長 アンケート調査は、委員会で実施するしかないか。 

委員 簡単な、往復はがきで調査できるものであれば、実施できるのではないか。 

会長 はがきの予算がないと思われる。学校経由で直接配付して、直接回収するものであれ

ば、なんとか実施できるのではないか。 

事務局 第 2 次の後期計画策定の際にも、小学校や中学校に出向き、いろんな子どもの意見

を聞きたいという意見がでたが、実際には出向いて意見を聞くことはなかった。なぜ、

出向かなかったかは、確認しておく。 

会長 それでもいいが、そういう場で、自分の意見を言える子どもの意見だけになってしま

うことが考えられる。全員が言えるといい。 

委員 乳幼児期については、子ども子育て支援事業計画策定に当たってニーズ調査をしてい

ると思う。その調査で使えるものがあるかもしれない。 

会長 子育て家庭のニーズ調査については、委員から提案していただくことは可能か。イメ

ージとしては、保育園の保護者会やサロンなどで配付して、そこで記入していただく。

それだったら可能ではないか。 

委員 できると思う。 

会長 去年の委員会では、今の情報発信方法では、必要な人に情報が届いていないという議

論があった。どのように発信すれば伝わるのかということや、どんな質問項目が必要か

ということについて、9 歳までの子どもとその保護者のニーズ調査をどうするか、次回

までの宿題ということでお願いしたい。 

委員 調査方法を考えておくということか。 

会長 調査項目も含めて考えていただきたい。 

そのほか、計画のなかで触れなければならない項目として、18 歳選挙権の問題がある。

子どもの社会参加をどう進めていくかということであり、高校の先生や高校生にも話を

聞く機会があるといい。また、今回のアンケート調査で、性別を答えたくないと回答し

た子どもがいた。性的マイノリティの子どもたちへの調査ができるかどうか、支援が必

要だとしたらどんな支援を計画に盛り込むか、事務局で考えていただけないか。 

事務局 性的マイノリティの子どもを対象にした調査は、どの部署でも行っていない。 

会長 そうした相談がないわけではないと思う。 

委員 学校では、修学旅行などの関係で、把握しているのではないか。 

会長 もちろん、それもある。制服のことなど、多岐にわたる問題がある。そうした声をど
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こかの部署で掴んでいるなら、力を借りたい。 

委員 アンケート調査では、子どもに一人いた。 

会長 おとな一人、子ども一人だった。 

委員 割合からすれば、もっといると思われる。 

先ほど、教育扶助の話が出たが、貧困問題では、ひとり親家庭が困難だと思われる。

児童扶養手当の担当部署が通知を出す時に、一緒にアンケート調査をすることはでき

るか。 

事務局 できるとすれば、8 月の現況届の際である。 

会長 やるなら、5 月・7 月には内容を固めておく必要がある。次の委員会に向けて、重点

項目、ヒアリング調査について提案していただき、どのように調査するか、どんな重点

項目を立てるか議論したい。 

 

 

６．その他 

 ①次回委員会の日程について 

  5 月頃を予定している。改めて文書で日程調整させていただきたい。 

   －（承認）－ 

 ②子どもの権利セミナーの案内（ちらし配付） 

 ③マイナンバーの届け出について 

 

 

（閉会） 


