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第５期第２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５月 27 日（金） 15:00～17:10 

Ⅱ．場所：多治見市役所（駅北庁舎） ４階第３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、松原裕見子、眞武美奈子、佐藤薫、望月彰 

＜欠席委員＞ 小木曽敏樹、杉本侑織香 

＜事務局＞ 環境文化部長：樋口正光、くらし人権課長：加藤洋子 

くらし人権課：武井かぐみ、小木曽加奈、加藤曜子 

Ⅳ．内容 

 

【資料】 

資料１：第２次多治見市子どもの権利に関する推進計画後期計画について（説明） 

資料２：第２次子どもの権利に関する推進計画後期計画 

平成 27 年度事業実施状況評価まとめ 

資料３：第２次子どもの権利に関する推進計画まとめ 

資料４：第２次子どもの権利に関する推進計画 事業実施状況評価票（後期分） 

資料５：第２次子どもの権利に関する推進計画後期計画 

平成 27 年度事業実施状況に係る事務局評価 

資料６：第３次子どもの権利に関する推進計画策定に向けての方向 

資料７：低年齢の子どもの保護者対象アンケート（案） 

資料８：【参考】平成 24 年度子どもの権利に関するアンケート調査結果に基づく

補足調査資料 

   その他：委員名簿、委員会平成 28 年度スケジュール、第 18 回たじみ子ども会議報告書 

 

 

・はじめに 

・自己紹介 

【議題】 

１． 第２次子どもの権利に関する推進計画後期計画について（説明） 

２． 第２次子どもの権利に関する推進計画後期計画平成 27年度事業実施状況について 

（１）実施状況について 

（２）ヒアリングについて 

３． 第２次子どもの権利に関する推進計画の検証、評価 

（１）検証・評価について 

（２）ヒアリングについて 

４． 子どもの権利に関するアンケート調査結果の補足調査について 

５． その他 
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○ はじめに 

  ・環境文化部長あいさつ 

○ 自己紹介 

  ・各委員自己紹介 

・事務局紹介 

○ 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．第２次子どもの権利に関する推進計画後期計画について（説明） 

事務局 （説明…資料１） 

―（質問・意見なし）― 

 

 

２．第２次子どもの権利に関する推進計画後期計画平成 27 年度事業実施状況について 

（１）実施状況について 

（２）ヒアリングについて 

事務局 （説明…資料２、４、５） 

委員 この資料２・４に記載されている票の効果が星印で表されているが、星２つと３つの

違いを説明していただきたい。 

事務局 達成度は計画していた事業ができたかどうかであり、計画していた事業すべてを実

施すれば 100％となる。その事業を実施した結果、子どもの権利の視点から当該事業

の効果がどれくらいあったかを星で表している。少し効果があった場合は星２つ、大

きく効果があった場合は星３つとしているが、明確な判断基準がなく、評価する担当

者による違いはあると思われる。 

委員 達成度は、事業を実施したかどうかであり、その結果を踏まえて 80％になったり、90％

になったりするものではないということか。 

事務局 そのとおり。例えば、３年計画で施設を建設する場合、１年目に調査、２年目に設

計、３年目に建設であれば、１年目の調査実施で達成度は 20％や 30％となり、３年目

に施設が完成して 100％となる。単年度の事業であれば、計画どおり実施できればそ

の年度毎に達成は 100％となる。 

会長 達成度だけでは評価できないということで、効果を新しく付け加えた。それでも、適

正に評価するには効果だけでなく、記述部分も確認しなければならない。 

事業番号２「子どもの権利指導資料・指導方法についての交流・工夫改善」について、

達成度は 100％になっているが、この回答では工夫・改善されたかが分からないため、

ヒアリングで確かめたい。 

事業番号４・５には、子どものサロン及びたじみ子ども会議子どもスタッフ会議で子

どもの権利学習を支援するとあるが、子どもの権利学習が行われたということでいいか。 

事務局 サロンとスタッフ会議で、子どもの権利と普段の子どもたちの行動を結びつけて、
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子どもの権利普及推進員が話をする時間を設けた。 

会長 サロンとスタッフ会議の場で、特に授業をしたり、プログラムをしたりということで

はないか。 

事務局 子どもの権利条例などについて話をする時間を設けて実施した。子どもの権利と普

段の行動が結びつくような内容とした。 

委員 事業番号３の「子どもの権利学習支援（幼稚園・保育所）」について、まだ言葉を習

得しつつある段階の乳幼児の意見表明権をどう保障するかはとても難しい。子ども参加

や意見表明権は、子どもの権利条例の最も基本となる部分の一つであり、幼児が権利主

体として成長していくための支援について、第３次推進計画では、もう少し詰めたもの

にならないか。人権に関する絵本だけでいいのか、よく検討しなければならない。また、

事業実施にあたり留意した点に、年齢にあった心の教育につなげていくとあるが、人権

が心の教育なのかと疑問に思う。 

会長 第３次推進計画に向けてということか。 

委員 そのとおり。 

会長 事業番号 10 について、事務局から、子どもの権利条例リーフレットの低学年用の作

成を検討する必要があるということであった。 

 事業番号 33「職員研修（放課後児童クラブ）」で、伝達研修を指示したとあるが、ど

のような内容だったか、対象者の全員に伝わったのか等について不明である。事業番号

32 も同様である。 

全体として、子どもと向き合う職員の研修がどの程度実施されたのか、気になる。参

加人数の記載があっても、それが対象者全員なのか、半分なのか、よく分からない。記

載方法についても検討が必要ではないか。事業番号 36「新規採用教員研修」の受講者７

名は対象者全員ということである。 

委員 県の事業であるが、今年度から放課後児童支援員全員への研修が義務付けられている。

県の事業と子どもの権利に関する市の研修をどう関連付けるかが問われてくると思う。

今年度中に全員が受けるのか、何年かに渡って受けるのか、子どもの権利に関する内容

が含まれているのか、状況を確認していただきたい。 

会長 昨年から始まり、３年間で全員が受講することになっていると思う。 

事業番号 39 の「子どもの権利条例リーフレットの作成・配布」では、高校教員へ子

どもの権利に関する情報を提供することになっている。現状では、リーフレットは各校

当たり１部のみ配付しているということであるが、全教員を対象に配付してもいいので

はないか。また、これまで高校生には条例リーフレットが配付されていないため、配付

してほしい。 

事業番号 41 の「新入職員研修」について、27 年度の実施がないが、27 年度採用職員

に対しては平成 26 年度末に実施したということである。 

事業番号 51・52 では、幼稚園の統合整備や保育園の改築の際に、子どもの意見を聞

いているのか。園児の視点に立ち、おとなが思い図ることはあるが、子どもの意見を聞

いているか疑問である。 

事業番号 56・57 については、子どもの声がどのように授業や学校行事に反映されて

いるか、確認が必要である。 
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委員 声を出しにくい子どもの声をどう把握するか。例えば、不登校の子どもは意見の言い

ようがない。 

会長 キキョウスタッフやキキョウフレンドなどが支援するのではないか。 

委員 学校生活に馴染めない子どもの声を反映しにくい。授業や行事への子どもの声の反映

にそういう観点も含めていくと、達成度は下がる。 

会長 事業番号 56・57 の達成度が低いが、担当課に理由を聞いたか。 

事務局 聞いていない。 

会長 平成 26 年度に「こそだていろは帖」の改定を要望し、27 年度に改訂されたと思うが、

それに対する評価はどこで行っているか。 

事務局 平成 26 年度に改訂しているため、27 年度の評価には入っていない。 

会長 事業番号 90「中高生スペース事業」の笠原の中高生レストランのヒアリングをしたい。

笠原児童館が居場所づくりの取り組みを頑張っているという報告を受けているが、まだ、

状況を確認したことがない。 

委員 全国的に、子どもの居場所づくりも含めた子ども食堂が取り上げられている。生活保

護家庭やひとり親家庭の子どもにとってのこのような居場所づくりを気にしていかな

ければならない。多治見市でもニーズがあるのか、確認は必要である。 

会長 第３次推進計画に向けてということか。 

委員 そのとおり。これまでの事業に、そうした役割を果たしている部分があるかもしれな

い。もし、そうしたことがあれば、評価しなければならない。 

会長 先ほどの事務局の説明で、ウィズ・チルの登録者が増えたということだったが、何人

増えたか分からない。 

事務局 登録人数の累計を記載しているため、資料２では前年度から何人増えたのかは分か

らない。資料４の評価票で増加人数が分かる。 

会長 事業番号 118「子どもの権利擁護委員制度の充実」で活動形態の見直しと充実が目標

となっている。見直しは行ったか。 

事務局 できていない。 

会長 頑張っていらっしゃるのは分かるが、改善をしているかが大切である。 

委員 事業番号 120「要保護児童対策地域協議会」で、随時、個別ケース検討会議を開催し

たとあるが、どの程度開催されたのか。また、事業効果が星３つとなっているが、課題

はないか。 

事務局 確認しておく。 

委員 要保護児童対策協議会を中心とした市町村と都道府県の児童相談所との関係がうま

く機能していないため、見直しが必要であるということで、児童福祉法の改正が検討さ

れている。多治見市が県と上手く連携できているのか、詳しい評価が欲しい。また、代

表者会議・実務者会議・個別ケース検討会議の３層構造は体制として機能しているか、

個別ケース検討会議が何回開催され、解決につながっているかどうかについて、ヒアリ

ングしたい。 

会長 ヒアリングしたいということか。 

委員 そのとおり。 

会長 平成 27 年度の事業実施状況について、ご意見をいただいた。ヒアリングについては、
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この後の議題３にも関連するため、後で検討していただく。 

 

 

３．第 2 次子どもの権利に関する推進計画の検証、評価 

（１）検証・評価について 

事務局 （説明…資料３、６） 

会長 議題３では、第 2 次推進計画全体に対する達成度を確認する。これは、市への改善要

請の為ではなく、第３次推進計画につなげる為の確認か。 

事務局 第３次推進計画策定のため、第２次推進計画の評価・検証をしていただく。 

委員 資料１の一覧表について、担当課ごとに並べたものがあるといい。重複している事業

があり、担当課の視点で見ると、先ほどの話にあった事業の縮小・整理について、もう

少し分かりやすくなる。 

会長 子どものサロンについて確認したい。現状では、サロンと子ども会議子どもスタッフ

会議の内容がほぼ一体となっているため、事業をまとめたいということだったが、当初

は別だったのではないか。子どもスタッフに限らず子どものたまり場を作っていくとい

うねらいのサロンが機能しなくなった理由は分かるか。 

事務局 当初は、スタッフ会議とは別の日にサロンを開催していたが、サロンに来る子がス

タッフだったため、サロンもスタッフ会議も集まる子どもが同じだった。そのため、同

じ日時、同じ場所での開催となったと聞いている。 

会長 同時開催にしたのは、いつからか。 

事務局 平成 24 年には一緒になっていた。 

委員 全国的にも子どもの居場所をどのようにつくるかということが問題になっている。今

まではそうではなかったかもしれないが、サロンには居場所の中心的な場所になる可能

性があるのではないかと考えると、他の子に来てもらえるような企画を考えていく必要

もあるのではないか。 

事務局 児童館・児童センター等も子どもの居場所・意見表明の場の一つであり、自分の住

む地域の近くにそうした場所があることも、スタッフ以外の子どもがサロンに来なか

った理由の一つではないかと考えている。 

会長 子どものサロンがつくられたのは、子どもの権利に関する条例を実質化していく、主

体となる子どもを育てるため、誰もが参加できるサロンをつくろうということだったの

ではないか。スタッフ会議はスタッフのための会議となっているため、スタッフ以外の

子どもに広がらないという実態となっていると思うが、本来的には、広げる方向で事業

を展開してもいいのではないか。 

事務局 繰り返しとなるが、児童館・児童センターもそうした場となっているのではないか

と考えている。 

委員 今、児童館・児童センターで実施していることを子どものサロンとして位置付けるこ

とはできないか。子どものサロンには様々な形態がある。職員には、研修で子どものサ

ロンの意義を伝えなければならないが、児童館・児童センターの事業を子どものサロン

として位置付けることも可能ではないか。放課後児童クラブでも同じである。それぞれ

担当が違うという問題はあるが、そうすれば、むしろ拡充である。 
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会長 空間の問題で言えば、子ども情報センターでサロンができなくなったのが大きいので

はないか。みんなで集まれるような条件整備が課題だったのではないか。 

委員 権利主体形成という意味では、安易に廃止しない方がいいかもしれない。 

会長 もちろん、それぞれの児童館で居場所づくりをすることは大事であるが、それをつな

いだり、自由に行き来したりできる居場所も、独自の意味がある。子どもスタッフが自

分たちの仲間を増やしていく場所として、使えるのではないか。子どもスタッフがサロ

ンを主催して、友人を連れてくるという運営でもいいと思う。 

事務局 現状は、子どもスタッフが友だちを連れてくることもある。 

会長 スタッフ会議となっているのではないか。用がなくても来て、みんなと話ができるよ

うな自由な空間がサロンの意味である。会議となると、会議に来るつもりの子どもしか

来ない。 

事務局 会議にはなっているが、実際はいろいろな子どもが来ていて、市に意見が言いたい

という子も、居場所を求めて来ている子もいる。 

会長 年１回の子ども会議の前に、誰でも参加できるサロンが月に１回程度あるといいので

はないか。 

事務局 現状では、スタッフ会議とサロンを合わせて開催しているため、施策の名称をまと

めたいというのが事務局の案である。サロンを独立して考えていくべきかどうか等、

第３次推進計画策定の際に、改めてご意見をいただきたい。 

会長 資料６については、今後、また検討するということでよろしいか。 

―（承認）― 

 

（２）ヒアリングについて 

会長 今後のヒアリングの対象を選定するため、これまでの議論を少し整理したい。権利学

習授業についてはヒアリングが必要だと思うが、対象は教育研究所か。 

事務局 そのとおり。 

会長 幼児への支援についてヒアリングするなら、担当課はどこか。 

事務局 事業番号３であれば、子ども支援課である。 

委員 待機児童問題があり、多治見市の実態を知りたい。 

事務局 多治見市では待機児童はない。 

会長 現場でも、待機児童はゼロか。 

委員 ないと聞いている。 

委員 都市部では待機児童がいるが、過疎地では定員割れしている。多治見市はその中間か

もしれない。 

会長 ヒアリング対象からは外してもいいか。 

委員 ４月時点では入園できるため待機はゼロとなるが、夏過ぎぐらいから子どもを預けよ

うとすると、希望の園に入れないことがあるようである。 

委員 ベビーホテルのようなところはあるか。認可園に入ることができず、仕方なくベビー

ホテルに入ると、国の統計では待機児童にはならない。 

委員 ないと思うが、はっきりとは分からない。 

会長 未認可の保育所にもいろいろあるが、どれぐらいあるか。 
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委員 共同保育的な保育所で認可を求めていろいろ取り組んでいるところと企業の保育所

などでは違う。 

委員 小規模園が５園ある。昨年度までは４園で、今年度１園増えた。年度途中に保護者が

育休明けとなり、その子どもが待機児童となる問題を解消するため、始まった。 

会長 最近のことか。 

委員 小規模保育事業としての認可は、昨年度からである。どうしても、未満児の待機が年

度途中から出てくるためである。 

委員 小規模園の対象は２歳までのはずだが、３歳になってからの行先は大丈夫か。 

委員 希望の園に入れたかどうかは分からないが、待機はない。 

委員 兄弟姉妹で、上の子と下の子が別の園になることがあると聞く。それで待機なしと言

われると、親としては納得がいかないところもあるのではないか。 

委員 そうした実態を知りたい。 

会長 誰にヒアリングすると良いか。 

委員 希望から外れたという情報は、私が所属する団体でも持っていると思う。 

委員 最近聞いたのは、３月の終わりまで、上の子と下の子が別の園に入らなければならな

いことになっていたが、ぎりぎりになって、同じ園に入ることができたというケースで

ある。 

委員 生の声は、ＮＰＯ団体が一番把握しているかもしれない。 

会長 待機児童問題については、保留としてよろしいか。 

―（承認）― 

会長 以前から懸案となっていた、子どもスタッフへのヒアリングをしたい。サロンの件と

併せて、ヒアリングができないか。 

事務局 子どもたちに直接ヒアリングするということか。 

会長 そのとおり。 

   ヒアリングの件数はあまり増やせないため、事業番号 51・52 の保育園・幼稚園での

子どもの意見聴取については、文書による回答をいただけばいいと思うが、いかがか。 

―（承認）― 

委員 多治見市の保育園としては、子どもの権利、特に子どもの声に寄り添うような保育を

重視しているのかどうか、現場レベルで伺いたい。 

会長 事業番号 51・52 については、施設建設に関わることである。本当なら、関係する子

どもに集まってもらって、意見を聞くといいと思う。 

事業番号 56・57 は学校での子どもの声の反映なので、教育研究所か。 

事務局 そのとおり。 

会長 事業番号 90 は先進事例としてヒアリングしたいが、笠原児童館にヒアリングするの

がいいか。 

事務局 笠原児童館にヒアリングできれば、一番いいと思われる。 

会長 施設を見せていただきながら、説明を聞きたい。市の担当者にも来ていただいて、そ

うした居場所づくりがどう広がっているか、話をしていただけるといい。 

事業番号 118 の子どもの権利擁護委員制度については、第３次推進計画を策定するた

めに、一度は話を聞いた方がいい。 
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事業番号 120 の要保護児童対策協議会については、要保護児童対策協議会の会長に伺

うということでよろしいか。 

委員 要保護児童対策協議会の実態としては、事務局が一番分かるのではないか。 

会長 子どもの権利擁護委員のヒアリングの際に、要保護児童対策協議会の事務局にも来て

いただくということでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 児童館と放課後児童クラブの研修についてのヒアリング対象はどこか。 

事務局 放課後児童クラブについては、今年度から教育推進課が担当であるが、福祉部課長

が兼務で担当している。ヒアリングを行うなら、福祉部課長に聞くといい。 

委員 子どもの貧困対策法に絡み、国はスクールソーシャルワーカーの拡充に向け取り組ん

でいる。多治見市は他市に比べ、進んだ取り組みをしているが、スクールソーシャルワ

ーカーは２人体制であり、２人でやり切れているのか伺いたい。 

会長 事業番号 107 で、拡充という方針を出されている。 

委員 その拡充は、スクールソーシャルワーカーの人数を３人、４人にしていくということ

なのか、どういう内容なのかが分からない。また、現在の２人の内、専任は１人か。 

会長 時間からすると、専任のような気がする。 

   ヒアリングの本数は、教育研究所、子ども支援課、子どもスタッフ、笠原児童館、子

どもの権利擁護委員、要保護児童対策協議会、放課後児童クラブ・児童館の職員研修、

スクールソーシャルワーカーの８本である。事務局として、８本できると思うか。 

事務局 １回の委員会で３本として、２回に分けて実施し、外に出なければならない子ども

のサロンと児童館については、委員会とは別の日に委員の皆さんに分担して出かけて

いただくことになるかもしれない。 

会長 とりあえず、この８本で相手に当たっていただき、組めるかどうか検討していただき

たい。 

できれば、出産前のパパママ講座のようなところで子どもの権利の視点を入れていた

だけるといいと思っているが、考えられているか。 

事務局 母子健康手帳配付の際に、子どもの権利に関する読本を配付している。 

会長 ヒアリングの追加があるかもしれないが、出産前の子どもの権利の視点については保

留とし、この８本で考えていただきたい。 

 

 

４．子どもの権利に関するアンケート調査結果の補足調査について 

委員 （説明…資料７） 

会長 未就園児を対象にと考えているのは、保育園児や幼稚園児へは別で調査できるからか。 

委員 そのとおり。保育園や幼稚園に入園してからは様々な調査があるが、子どもは生まれ

たときから権利があるため、対象を未就園児の０歳から３歳までとした。 

会長 平成 24 年度に、公立保育園の懇談会後にアンケート調査を実施した。その結果が、

今日の委員会の参考資料として配付されている。24 年度以外に、このような調査を実施

したことがあるか。 

委員 くらし人権課の調査は、ないと思う。 
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委員 保護者の年代に 10 代が必要である。質問２では、「ご自宅以外で」に括弧が付いてい

るが、なくてもいいのではないか。この「自宅以外で」を文のどこに置くかで意味が変

わる。「あなたにとって居心地のいい場所は」の後ろにあると、自宅は居心地がいいと

いう前提となる。 

会長 まず、アンケート調査の扱いについて決めたい。公立保育園でも、この案と同じ内容

で実施するか、それとも 24 年度に実施したような内容にするか。 

委員 未就園児の調査はこれまで実施していないため、調査することは意味があると思う。

併せて、就園児対象の調査も行った方がいいのではないか。 

会長 未就園児も就園児も、ある程度共通した内容で調査を実施した方が比較できる。ただ

し、就園児については懇談会で調査するとなると、書く量は少ない方がいいのではない

かと思う。 

委員 懇談会は、終わっている。 

事務局 園に調査をお願いするなら、アンケート用紙を保護者に持って帰ってもらい、後日、

回収することになると考えている。 

会長 各園に調査をお願いしたら、引き受けていただけるか。 

委員 できると思うが、園長会で諮ることになる。 

会長 園に負担をお掛けすることになるが、各園に配付と回収をお願いするということでよ

ろしいか。 

―（承認）― 

会長 内容は、資料７と共通しているといいと思う。 

委員 24 年度に公立保育園で実施した調査は、資料８にある記述式のものか。 

会長 24 年度は、いろいろ説明をした後に記入してもらっている。今年度は説明ができない

ため、同じような記述式では難しいのではないか。 

事務局 懇談会の後、前年度に実施したアンケート調査結果の概要を説明した上で、アンケ

ート用紙を持ち帰ってもらったようである。アンケート用紙は、資料８にある記述式

のものである。 

委員 経年調査で同じ項目を聞くことは意識しなくてもいいか。 

事務局 経年比較というより、未就園児の保護者に対する調査と就園児の保護者に対する調

査の項目を揃えた方がいいのではないかというのが、会長のご意見ではないか。 

会長 昨年度実施したアンケート調査結果とも比較できる方がいい。資料７で子どもの権利

条例を知っているか質問しているが、昨年度のアンケートと同じ聞き方をしないと比較

ができない。また、最低限聞きたい項目を絞り、自由記述はもっと何でも書ける方がい

いと思うが、資料７を基に、保育園・幼稚園でも聞けるように仕上げていくということ

でよろしいか。 

―（承認）― 

会長 質問項目や聞き方などについて、ご意見があれば伺いたい。 

委員 質問６について、「子どもに手を焼くとき」とあるが、子どもに手を挙げるのは手を

焼くときとは限らないため、「子どもに手を焼くとき」は、なくてもいいのではないか。

躾けのつもりということもあると思う。 

委員 質問の１と３は表と裏の関係にあり、質問が重なっているように思う。 
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会長 子育てに不安はないが、楽しくもないということもあるかもしれない。逆に、楽しい

けど不安がある場合も考えられる。 

委員 幼稚園児・保育園児の保護者だけでなく、保健センターにも協力していただきたい。

ＮＰＯ主催の講座等では、出て来られる人にしか思いを聞くことができないが、健診へ

は高い割合の人が出て来る。 

委員 不登校の子どもの意見を聞くのと同じである。 

会長 健診は日にちが決まっているのではないか。 

事務局 生まれ月ごとに決まっていて、アンケートの実施期間中に行う健診の対象児は限ら

れる。 

会長 アンケート調査結果は、いつまでにまとめなければならないか。 

事務局 第３次推進計画の案を８月を目途に作っていただくとなると、７月か８月の中旬ま

でにはまとめる必要がある。 

会長 保健センターには、２ヵ月間程度お願いするということか。 

事務局 内容が決まれば、依頼する。 

会長 技術的に、もう少し整えた方がいいところがある。例えば、子どもが一人目なのか、

そうではないのかで、答えが変わることが考えられる。また、選択肢も整えた方がいい

ところがある。事務局で整えていただけないか。 

事務局 事務局で検討し、皆さんにご確認いただくということでよろしいか。 

会長 昨年度実施した調査との比較をしたい。子どもの権利条例や親の自己肯定感など、比

較したい項目をいくつか入れていただきたいので、事務局で整理し、メールで各委員か

らご意見を出していただき、メールで承認していただくということでよろしいか。 

―（承認）― 

会長 内容を確定してから、公立保育園で調査へのご協力を検討していただきたいが、次の

園長会はいつ開催されるか。 

委員 保育園長だけの園長会は６月２日で、幼稚園・保育園の園長会は７月２８日の予定で

ある。 

事務局 アンケート調査の内容が決まってからの依頼では遅くなってしまうため、協力につ

いてのみ６月の園長会で依頼するということでどうか。 

会長 調査内容は検討途中となるが、６月の園長会で依頼していただくということでよろし

いか。 

―（承認）― 

委員 調査主体は誰か。 

会長 この委員会である。 

それでは、事務局で整えていただき、メールでご意見を伺うということでお願いした

い。 

事務局 アンケート調査結果に基づく調査について、平成 24 年度には保育園のほか、子ど

も会議子どもスタッフ、子ども会ジュニアリーダー、児童センター中高生スペース利

用者に話を聞いているが、今回はどうするか。また、今年度は８月に連合生徒会の交

流会があり、交流会参加者に意見を聞くのであれば、事前に担当部署に連絡が必要で

ある。 



 11 

会長 連合生徒会へは、アンケート調査というより、計画づくりに向けての意見を聞きたい

と思っている。 

事務局 話を聞く内容によって、受けていただけるかどうかが決まる。仮に受けていただけ

る場合でも、その内容によって、プログラムのどこに組み入れるかを考えたいという

ことであった。いつまでに内容を決めればいいかを確認させていただくが、連合生徒

会の皆さんに意見を聞きたいということで話を進めてよろしいか。 

会長 ジュニアリーダーへの調査は考えていなかったが、よろしいか。 

―（承認）― 

会長 今回は、ジュニアリーダーへの調査はしないで、連合生徒会で話を聞く方向で調整し

ていただきたい。 

 

 

５．その他 

 ①次回委員会の日程について 

  7 月 11 日（月）、25 日（月）、29 日（金） 

   ※欠席委員と調整し、日程を決定する 

   －（承認）－ 

 ②子どもの権利セミナーの案内 

 

 

（閉会） 


