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第５期第３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７月 25 日（金） 10:00～12:00 

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、小木曽敏樹、松原裕見子、佐藤薫、望月彰 

＜欠席委員＞ 眞武美奈子、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：子どもの権利に関する推進計画平成 27 年度事業実施状況等についての 

ヒアリング内容一覧 

資料２：ヒアリングシート 

    （１）教育研究所 

    （２）教育相談室 

    （３）子ども支援課 

    （４）くらし人権課 

    （５）教育推進課 

資料３：笠原児童館中高生レストランの活動 

資料４：児童館事業内容等一覧 

資料５：「たじみ子どもの権利の日」実施状況（H27 年度） 

平成 27 年度事業実施状況に係る事務局評価 

資料６：未就学児の保護者対象アンケート調査結果（速報） 

   その他：絵画コンクールちらし、平成 28 年度多治見市子どもの権利セミナーちらし 

 

○ はじめに 

  ・会議及び議事録の公開、会議の録音について（確認） 

・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 27年度事業実施状況等に関する担当課ヒアリング 

（１）ヒアリングの進め方について（確認） 

（２）担当課ヒアリング 

  ・教育研究所 

  ・教育相談室 

  ・子ども支援課 

２． その他 
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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 27 年度事業実施状況等に関する担当課ヒア

リング 

●ヒアリングの進め方について（確認） 

会長 今日は教育研究所、教育相談室、子ども支援課の３課から話をしていただく。教育研

究所には、子どもの権利授業についての質問を出していて、今日、追加の資料もある。

また、授業づくりや学校行事への子どもの声の反映の質問もある。 

教育相談室へはスクールソーシャルワーカーへの相談について質問している。教育相

談室の方から話を伺う予定であるが、可能であれば、スクールソーシャルワーカーから

も話を伺いたいとお願いしている。各校を回る合間にこちらに寄れるかもしれないとい

うことで、その点については流動的になっている。 

子ども支援課には、就学前の子どもの権利学習についてと子ども食堂へのニーズにつ

いて質問している。職員研修等については、話をしていただけるのか。 

事務局 今日、担当者の出席はないため、回答は難しい。 

会長 子ども食堂については、一昨年、委員会から貧困調査の要望を出しているため、それ

がどうなっているかを含めて聞きたい。以上が予定されたヒアリングである。時間配分

については、各部署 20 分間のヒアリングの後、10 分間を委員会の打ち合わせ等に充て

る。 

 

●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） 

会長 追加資料１ページの表に「全クラスが授業を行った」とあるが、市が作成した指導案

を利用して授業を行ったのか。 

教育研究所 権利に関する授業を行ったかどうかであり、市の指導案を使ったかどうかでは

ない。 

会長 市の指導案を使った授業が行われたかどうかは把握されているか。 

教育研究所 表の２（１）の「研究所ＨＰの資料を活用した。」という覧で確認していただ

ける。 

会長 ○が付いている学校の全クラスが指導案を利用したと理解してよろしいか。 

教育研究所 全クラスかどうかは把握していない。人権教育主任が回答したもので、利用し

ているところも、利用していないところもあると思う。 

会長 小学校には低学年用、中学年用、高学年用があり、中学校には１年生用と２年生用が

あるが、どれが使われて、どれが使われていないのかも把握されていないということか。 

教育研究所 そこまでは分からない。 

会長 ２（２）に「それ以外の資料を使用した。」とあるが、どんな資料を利用したか、把

握されているか。 

教育研究所 はっきりとは分からないが、道徳の読本で人権に関わるものと思われる。 

会長 追加資料の２ページ目以降も人権教育主任が報告された内容ということでよろしい

か。 
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教育研究所 そのとおり。 

委員 「３つの見届け」を策定した経緯を教えていただきたい。 

教育研究所 県の教育委員会から提案されているものである。全国の学力学習状況調査の結

果を基に、指導しきることを大事にしていくということになり、「３つの見届け」

を指導者が確実に行うことで、どの生徒にも理解できる授業をしていくというも

のである。 

会長 見届けるための手法は、何かあるか。 

教育研究所 例えば、実態の見届けでは、レディネステストや既習授業での教師のその子ど

もの評価などがある。取組状況では、授業中の児童の発言やノートへの書き込み

などで把握している。定着状況については、評価問題や児童が書きまとめたもの

を教師が見て、その授業のなかで定着しているかを見届けるようになっている。 

会長 一人ひとりの子どものポートフォリオも使っているのか。 

教育研究所 ポートフォリオを使っている教師もある。 

会長 ヒアリングシートに「児童生徒を理解することに課題がある」とあるが、どの様な課

題か。 

教育研究所 教師に児童生徒と話すゆとりがないことや、子どもへの声掛けや対応という面

での教師の意識に差があると捉えている。 

会長 教師自身の成長というか、資質の向上の差は当然ある。その差を埋める研修をされて

いると考えてよろしいか。 

教育研究所 教師のコミュニケーション能力の研修等を行い、資質向上を図っている。 

委員 「３つの見届け」は、新たな取り組みか。 

教育研究所 昨年度あたりから、県の教育委員会で出されている。 

委員 新たな取り組みを始められたとなると、教員にますますゆとりがなくなるのではない

か。 

教育研究所 分かる授業をすることが教師の本務である。把握する必要があって出されてい

ると考え、実践している。 

委員 教員全体の業務が忙しくなってきているということは、学校全体のシステムや業務内

容、業務量が課題になってくるのであって、個々の教師の問題ではないのではないか。

個々の教師に課題があるのか、学校運営に課題があるのか、教育研究所としての見極め

が必要になると思う。結果的に、子どもと関わることができなくなっていくのはいかが

なものか。 

会長 権利の日の授業について、以前から学習指導案の見直しを提案している。子どもの権

利委員からは、参加型の授業を取り入れてはどうかとの提案もあった。教育研究所にも

そうした意見を出したが、見直しをするには現状の把握が充分ではなく、現状を把握す

るというところで止まっている。教育研究所で権利の日の学習の見直しや改善の計画は

あるか。 

教育研究所 把握していない。担当に確認する。 

会長 確認して、お知らせいただけるか。 

教育研究所 お知らせする。 

委員 子どもの声の授業づくり・学校行事への反映の課題に「子どもの心に寄り添うという
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教師の意識には、個人差がある」とある。これは、寄り添い方の差なのか、どこまで寄

り添う必要があるかという判断の差なのかが分からない。 

会長 これは、数値が出ているのではなく、教育研究所の皆さんの実感か。 

教育研究所 数値ではない。 

会長 小学校と中学校での差異はあるか。 

教育研究所 把握していない。 

会長 一般的には、小学校より中学校の方が、ゆとりがないと言われている。それが、こう

したことにも反映しているのではないかとも思う。 

委員 小学校と中学校の差異は、数値で表せないものがある。中学校では思春期を迎え精神

的な葛藤もあり、保護者や家庭状況等の問題が顕著に行動に表れるのが中学生になって

からである。中学校の教員の場合、生徒のこれまでの生い立ちを含め、家庭の状況を把

握していきたいと願い、ノート類での担任と生徒との交流や年に数回行われる 心の健

康調査等のアンケート、面談、家庭訪問で子どもの心や状況把握に努めているが、つか

みきれないところは多い。人間関係を含めた生徒が抱えている問題は、見抜けないとこ

ろがあり、教師のセンスに頼っているのが現状である。 

委員 教師に余裕やゆとりがないということは、一般にも理解が広まっている気がするが、

何が忙しいのかを市民全体に理解してもらうことが大切ではないか。親から見ると、教

師は夏休みがあっていいと思われている。実際、夏休みにどのような仕事をしているの

か、しっかり知らせないと、なかなか連携につながらない。教師の実態を保護者・市民

に伝えて、一緒に問題解決しないと、子どもとの関わりができていかない。国連の子ど

もの権利委員会では、日本の教師と子どもの関係性の貧困が指摘されている。そこに切

り込めるのが教育研究所ではないか。 

会長 また、委員会で議論し、追加で質問することもあるので、よろしくお願いしたい。 

－ヒアリング終了後－ 

会長 教師の多忙化調査は行っているか。 

委員 退勤時間の調査等があるが、教員は、した方がいいと思うことはするため、どんどん

仕事が増えている。 

会長 ヨーロッパでは、教師がしないことを決めている。教師がしないことは、別の人がす

ることになっているため、学校に教師以外の職員が多い。全体を変えていくには、日本

の文科行政が変わらないと難しい。 

委員 多治見市では部活動のクラブ化が進み、教師の土日の負担軽減が図られている。また、

市独自でスクールソーシャルワーカーが配置され、教師が家庭訪問して、家庭の貧困に

ついてまで関わることはない。そうした部分では、他市に比べ配慮がある。しかし、そ

れですごく楽かというと、そうではない。夏休み期間中は集中的に、各学校で研修を行

っている。 

会長 国際調査では、日本の教師の週単位の労働時間が 59 時間と出ているが、多治見市の

データは出ているか。 

委員 市単位では出ていないのではないか。 

会長 県単位では、59 時間より多少でも少ない状況か。 

委員 どちらかと言えば、多い方にランキングされているのではないかと思う。県からは、
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毎月８の付く日は残業しないで帰るようにと指導があるが、その分、他の日の業務が増

えるため、却って大変である。 

委員 仕事の量の問題と同時に質的な部分がある。 

委員 負担と負担感は違うとは思うが、しなければならない業務が減っていかない。 

会長 使命感でやってしまう。 

委員 使命感だけでは、そのうちに疲れ果てることになる。 

会長 今の議論でどのように計画に反映できるかは分からないが、先生方への支援をどうす

るかについても考える必要があるのではないか。 

 

●担当課ヒアリング（教育相談室） 

教育相談室 （説明…ヒアリングシートのとおり） 

委員 スクールソーシャルワーカーの仕事内容や活動事例等を学校、先生方に周知するため

の研修を検討したいとのことだが、まだ実施されていないか。 

教育相談室 まだ、実施していない。 

委員 愛知県立大学では、愛知県の教員のスクールソーシャルワーカーに対する理解を深め

るための研修を実施するようになって３年目で、毎年 20 人規模で受講している。スク

ールソーシャルワーカーの立場からすると、学校に自分たちの活動が理解されていない

ため働きにくい、連携がとりにくい状況だったが、研修を受けた教員がいる学校では活

動しやすくなったと好評である。どのような研修を計画されているか。 

教育相談室 まだ、内々で検討している段階である。スクールソーシャルワーカーが各学校

に出向き、先生方の打ち合わせや研修会のなかで５～10 分いただき、活動事例を

含めた話をすることで周知したいと考えている。 

委員 研修講師はどんな人を考えているか。 

教育相談室 スクールソーシャルワーカーである。職員室に顔は出すが、すぐに現場に行っ

てしまうため、担当の先生とは話す機会があっても他の先生に認知されていない。 

会長 ３年程前の子どもの権利委員会でスクールソーシャルワーカーの活動について伺っ

たとき、年度初めに、スクールソーシャルワーカーを活用したいかどうかというアンケ

ートを各学校の校長にとり、スクールソーシャルワーカーに来てほしいという回答のあ

った学校にだけ行っているということであった。今日の話では、全校回ることを前提と

されているということか。 

教育相談室 各校に希望を聞いたところ、全校から要望があり、このように校区ごとに配置

している。 

会長 ４中学校区ずつで、その校区に小学校が６～７校あり、合計すると１人 10～11 校を

１週で回るということか。 

教育相談室 例えば、陶都中学校区で１日、北陵中学校区で１日といったように、回ってい

る。 

会長 週に４日勤務か、５日勤務か。 

教育相談室 ５日勤務である。 

会長 週に１日は校区の決まっていない日があるということか。 

教育相談室 ローテーションで回しているため、その週にもう１回訪問する校区がある。 
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会長 曜日で決まっているのではないということであれば、特に何か他のことに対応できる

日はなく、忙しそうである。 

委員 ケースによっては、子ども相談センターも一緒に家庭訪問をしているが、夜の訪問も

多い。また、約束していても会えないことがあり、夜間の勤務状況は大変だと思う。ス

クールソーシャルワーカーの負担感と、それに対してどのように対応されているのか教

えていただきたい。 

教育相談室 ２人のスクールソーシャルワーカーのうち、１人は今日も夜の勤務がある。も

う１人は昼休みの時間に面談をする。現状では、スクールソーシャルワーカーの

気持ちに頼っている。ある程度は勤務を融通しながらやってもらっているが、苦

しいところではあると思う。 

会長 教育相談室のなかで、ケース会議をする時間はあるか。 

教育相談室 情報交流の会が月１回ある。半日かけて、それぞれの案件について報告したり、

相談したりしている。その他、午前９時から 10 時は庁舎で準備をする時間とし

ているため、その時間にも話をしている。 

会長 地域を分けて担当されているので、１つのケースに１人で対応することになり、時間

的な負担もあるが、１人で背負うという心理的な負担が強いと思われる。スクールソー

シャルワーカーへの指導や助言をしているか。 

教育相談室 今のところ、そのようなケースはない。 

会長 １つ１つのケースについてというより、働き方についての助言がないと、燃え尽きて

しまう可能性が高いのではないか。 

教育相談室 それについては、相談室で対応している。 

会長 今は 30 時間勤務か。 

教育相談室 そのとおり。 

会長 フルタイム勤務になることはないか。 

教育相談室 もう１人という声は聞こえているが、時間を延長するということは聞いていな

い。 

会長 雇用の安定という面から、働き続けるにはフルタイム勤務の方がいいのではないか。

現在、社会保障はすべて付いているのか。 

教育相談室 ついている。 

会長 スクールソーシャルワーカーの２人は、何年目か。 

教育相談室 １人は７年目、１人は１年目である。１年目のスクールソーシャルワーカーは、

これまでほほえみ相談員をしていた。 

委員 １日当たり平均５件とのことだったが、相談を持ちかけるのは担任が多いのか。親や

子どもから、直接相談を受けることはないか。 

教育相談室 親や子どもからということはない。学校から案件を紹介され、先生方と対応し

ていく。学校内で検討されてから話があるので、担任からということはなく、教

育相談担当や教頭、生徒指導主事等スクールソーシャルワーカーと関わりのある

先生から声を掛けてもらって対応を始めていく。 

委員 その元は、誰か。 

教育相談室 一番の元は担任である。担任から相談があって、学校内で検討され、その上で
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スクールソーシャルワーカーに話がある。 

委員 スクールソーシャルワーカーに丸投げしてしまうことがよくあると聞く。教師は助か

るが、スクールソーシャルワーカーは大変である。その辺りは、うまく連携できている

のか。 

教育相談室 スクールソーシャルワーカーとしては、そう感じるところもある。スクールソ

ーシャルワーカーの仕事を理解していただいた上で、必要なところで使ってほし

いというところがあり、研修のなかで現場の先生にスクールソーシャルワーカー

を理解していただく時間を持ちたい。 

会長 スクールソーシャルワーカーに直接話を伺う機会を持てればと考えている。 

教育相談室 時間をいただければ連れて来るので、声を掛けていただければと思う。 

会長 都合がつけば、声を聞かせてもらえればと思う。 

委員 研修については、スクールソーシャルワーカー自身が講師になるより、専門家に依頼

する方がいい。多様なケースがあり、ケースに応じて学校とスクールソーシャルワーカ

ーがどう連携していくかということを１回の研修で理解できるとは思えない。 

会長 愛知県立大学の研修に、多治見市から参加してはいけないのか。 

委員 いけなくはない。 

会長 オブザーバーとして見ていただくのもいいのではないか。 

委員 スクールソーシャルワーカーには、アシスタントとして関わってもらった。教師には

ソーシャルワークの基本的な理解がないので、基礎から研修しなければならない。 

会長 確認するが、２人で対応できるという判断は、今の件数であればということでよろし

いか。 

教育相談室 そのとおり。７年目のスクールソーシャルワーカーから１年目のワーカーに引

き継ぎをしながら対応しているので、今は順調である。 

会長 それを制度として、支える仕組みがあるといい。 

－ヒアリング終了後－ 

会長 子ども相談センターとも連携されているということか。 

委員 そのとおり。学校から話があって、スクールソーシャルワーカーと一緒に動くことが

ある。 

会長 スクールソーシャルワーカーが自分の判断で動けるところがいいと思った。 

委員 その方の経験もあるとは思う。 

委員 児童相談所で受けた案件で在宅支援になった場合、子どもは学校へ行くが、市として

取り組む際に、スクールソーシャルワーカーが重要な役割を果たすと思う。 

委員 学校の意向を受けて、スクールソーシャルワーカーが活動し、市は市としてのケース

ワークがある。個別には連携をしているが、今後、課題になっていくと思う。 

委員 学校では取り組みをしているか。 

委員 どの学校も意識して取り組んでいる。危惧するのは、資格や実績のある方がいないと

いうことである。以前、県で雇用したスクールソーシャルワーカーが十分に力を発揮で

きず、学校から依頼されなくなってしまった。今後、スクールソーシャルワーカーを増

やす流れが他市に広がっていくと、人材確保が難しくなる。また、より条件の良い市に

人材が移っていく可能性も考えられるため、雇用条件の充実と新たな人材確保をしてい
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かないと、件数に対応しきれなくなる時がくる。 

会長 名古屋市が大量に採用するという噂もある。条件的にもいい条件を出してくるのでは

ないかと思う。 

委員 スクールカウンセラーについても、愛知県の方が条件が良い。 

会長 岐阜県でスクールソーシャルワーカーを配置しているのは３市ぐらいと聞いている。

導入したのは、多治見市が一番早かったのか。 

委員 そのとおり。ただし、今はスクールソーシャルワーカーを配置している市が、もう少

し増えているのではないか。県からは、事務所単位で１名配置されている。 

会長 東濃にも１名配置されているということか。 

委員 その１名が、多治見市以外の４市を担当している。 

委員 愛知県は県として採用し、どこかの高校２校に配置している。愛知県でスクールソー

シャルワーカーとして養成しているのは、日本福祉大学だけである。岐阜県にはないの

ではないか。大学を出てすぐに活躍できるかは別として、専門職の確保が難しくなって

くる。 

会長 愛知教育大学では来年の春から、スクールソーシャルワーカーの養成を始める。 

委員 ５年間で１万人に増やすという説があるが、とても追いつかない。 

 

●担当課ヒアリング（子ども支援課） 

子ども支援課 （説明…ヒアリングシートのとおり） 

会長 子どもの貧困について現状を把握してほしいと、２年前に子どもの権利委員会から市

長に提言した。それを受け、昨年度の子どもの権利擁護委員の活動報告会で、当時名古

屋市副市長だった岩城さんに講演をしていただいた。現状把握という点では、何か行っ

ているか。 

子ども支援課 今、そのための準備を進めている。小学校の１学年を特定して、全員にアン

ケート調査をし、貧困率を出す。そして、必要とされる施策・制度について調

査しようと考えている。 

会長 １学年というのは、１年生か。 

子ども支援課 ６年生を予定しているが、決定ではない。 

会長 中学生は対象にならないのか。 

子ども支援課 あまり事業費がなく、予算内で調査するには対象が 1,000 人程度だと考え、

丁度、１学年が 1,000 人程度であった。他の調査がある小学校５年生と中学校

２年生は避け、次に小学校か中学校かと検討するなかで、小学校の高学年で一

番差が出てくるのではないかという教育委員会からのアドバイスがあり、６年

生を対象にしようと考えている。 

会長 国が進めている学習支援の取り組みでは、高校進学が一つの大事な山と捉えている。

高校進学を諦めてしまって経済的な自立が困難な状況に陥ってしまうことがあるため、

中学校から高校へのつなぎを支援していこうという取り組みがあることを視野に入れ

ると、中学校の調査も必要ではないかと思うが、予算の問題か。 

子ども支援課 そのとおり。また、記名の調査は考えていないので、対象を特定することが

できず、学習支援は難しい。 
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会長 １学年全員を対象とするのか。 

子ども支援課 そのとおり。ただし、全部回収できるかは分からない。 

会長 多治見市は早くから紙芝居を作って就学前の子どもの権利学習を支援されているが、

幼稚園教諭や保育士、保護者から、行ってみてどうだったかという声を集約されている

か。 

子ども支援課 紙芝居についてだけのご意見はいただいていないが、日常の子ども同士の関

わりのなかでお互いを大切にする心が育っているかどうかということについ

て、ご意見はいただいている。 

会長 子ども同士がお互いを思いやる・協力するという関係については、育っているだろう

という評価か。 

子ども支援課 そのとおり。 

委員 ヒアリングシートの「心の教育につなげる」のところに、相手のことを理解する、譲

り合うことが大切とある。しかし、乳幼児は自分の思いを言葉で表現することは難しい

が、言いたいことを言うのも重要であり、思いを表現できる環境をつくることが大切で

ある。譲るということは自分の気持ちを抑え込むことであり、矛盾する。この矛盾の解

決が難しく、専門性が問われるところである。 

子ども支援課 いきなり我慢や譲り合いにもっていくのではなく、最初は思いを全部出させ

るところから始め、出したところで、保育士が間に入るように心掛けている。 

委員 あまり、譲り合いや協調と言うのもどうかという気もする。もっと自由に自分の気持

ちを表現できるような環境設定が大切だと思う。 

子ども支援課 一番はそこだと思う。その中から子ども自身が気付いていけるのを見守り、

保育士が指導して方向付けるのは避け、自分たちで気付くような関わり方をし

ている。 

委員 大きくなるにつれ、他からの規制が強くなる。できるだけ、規制しないようにしなけ

ればならないと思う。 

会長 大阪の聖愛幼稚園だったか、せいあい保育園だったかを取り上げた番組がテレビで放

送された。子どもたちに意見表明をさせるなかで、お互いのことを考えさせていくとい

う、小学校・中学校でやっているようなことを幼児にさせるという実践が紹介された。

関西では、神戸の事件以降、子ども一人ひとりの抱えているものを出させて、それを受

け止め合うなかでお互いのことを考えていこうというという姿勢が広がっている。東海

地方では、まだそうした実践があまりなく、多治見市でそうした実践があるのかと思い、

聞かせていただいた。子どもの思いを大事にしていく取り組みをするということは、保

護者や子どもに伝えているか。 

子ども支援課 方針は保護者に伝えている。子どもが自分の思いを出したときには、まずは

思いに共感することが自分たちの仕事だと思い、どの園でもやっている。 

委員 内閣府の子ども貧困対策大綱では、学校を中心とした貧困対策について書かれ、子ど

も支援課としても学校との連携は不可欠になると思うが、どのように考えているか。 

子ども支援課 発達障害も多くなっている。子ども支援課で関わるのは、主に幼稚園児・保

育園児であり、就園前は保健センターの健診で支援が必要な子どものデータが

上がってくる。幼稚園教諭や保育士、保健師、教育相談室やスクールソーシャ
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ルワーカーを含めて一同で話し合い、今後、どう支援していくか検討する会議

がある。貧困については、連携が出来てない部分もあるが、子ども支援課にい

る家庭相談員を通じて教育委員会と連携しながら協力していくケースもある。

今は、子ども支援課、教育委員会、保健センターが庁舎の同じフロアにあり、

連携しやすい状況である。 

委員 ５月の児童福祉法改正で、家庭相談員の専門性強化の為、専門職を配置するという方

向性が出ている。義務ではないが、行政職ではなく、専門職の配置を検討しているか。 

子ども支援課 今のところ配置できていないが、検討は必要だと思っている。 

委員 多治見市の家庭相談員は経験があり、助かっている。長く勤務されて専門性が高い方

を配置されているので、子ども相談センターとしてはありがたい。 

委員 資格だけあればいいということでもない。 

会長 児童館等の取り組みについては別の機会にお尋ねしたいが、学習支援について、市全

体で考えていることはあるか。 

子ども支援課 指定管理者が児童館を運営しているが、市から具体的に、学習支援の事業を

してくださいという投げ掛けはしていない。それぞれの児童館が考えて取り組

んでいるケースはあるかもしれない。 

会長 市全体で、子どもの貧困対策としての学習支援に取り組む予定はあるか。 

子ども支援課 アンケート調査の結果次第だと思うが、今は考えていない。 

会長 調査は、いつ頃実施されるのか。 

子ども支援課 10 月くらいである。 

会長 結果が出るのは、いつ頃か。 

子ども支援課 今年度中である。 

会長 結果が出たら、当委員会にもお知らせいただきたい。 

－ヒアリング終了後－ 

委員 貧困調査に期待したい。やるならば、他の自治体と比較できるよう、項目や対象を合

わせるといい。補正予算を組んででもやった方がいいのではないか。対象を小学生にす

るにしろ中学生にするにしろ、学校に登校している子どもが対象になり、不登校の子が

外れてしまう。また、親にも答えてもらうと思うが、忙しくて調査票に記入できない親

の方が課題を抱えていることを考え、工夫していただきたい。 

会長 10 月実施では、補正予算も難しいと思われる。不登校の子どもも学籍があるので捕捉

はできると思うが、無記名ということで、誰が出したか掴みにくい。 

委員 1,000 人であれば、小学校６年生 500 人と中学校２年生か３年生で 500 人としてもい

いのではないか。 

会長 この調査は委託していないのか。 

事務局 分析は委託すると思う。 

会長 多治見市には、無差別に抽出する調査の知識や技能はあるか。 

事務局 昨年度実施した子どもの権利に関するアンケート調査も、抽出は市が行っている。

年齢等の条件を入れ、無作為に抽出した。 

会長 抽出すると、深刻なケースが対象から抜けてしまう可能性もある。 

委員 先ほど、工夫していただきたいと言ったが、一番大事なところが抜けるとまずいので、
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そうしたところには聞き取りに行くなど、何か工夫が必要である。 

会長 今後のヒアリングの予定を確認したい。 

事務局 次回、８月 31 日の委員会で子ども支援課の児童館・児童センター事業についての

ヒアリングを行う。特に、笠原児童館の中高生レストランについてのヒアリングの希

望があったので、笠原児童館の施設を見学しながら事業を説明していただくよう調整

している。また、児童館・児童センター事業については、これまで委員会での検討対

象となっていなかったということだったので、笠原児童館以外の事業についても説明

していただく予定である。もう一つ、くらし人権課が担当する子どもの権利擁護委員

制度の充実について、子どもの権利擁護委員に出席していただくよう調整している。

子どものサロンについては、ヒアリングの時間に子どもたちに来てもらうことが難し

いため、子どもスタッフ会議で聞いた意見を事務局から伝える。次の委員会で、今年

度のヒアリングは終了の予定である。 

委員 笠原児童館に出向くのは、委員会が終わってからか。 

事務局 委員会の時間中に移動する。 

会長 移動時間はどれくらいか。 

事務局 車で 15 分くらいである。 

会長 笠原児童館と市役所の２カ所で行うのか、笠原児童館ですべて行うのか。 

事務局 市役所の本庁舎でくらし人権課分のヒアリングを行い、笠原児童館で児童館・児童

センターについてのヒアリングを行う。 

委員 子どもの権利擁護委員へのヒアリングは別の日か。 

事務局 この委員会の日である。ヒアリングは２件のため、移動があっても時間的には大丈

夫だと考えている。 

会長 ヒアリングについては、よろしいか。 

－承認－ 

 

 

２．その他 

①未就学児の保護者対象アンケート調査結果（速報） 

事務局 （説明…資料６のとおり） 

   クロス集計の必要な項目があれば、事務局までお知らせいただきたい。 

会長 昨年度の調査と同じ項目は、同じようにクロス集計をしていただきたい。 

事務局 自己肯定感についての質問等で、選択肢２つに丸を付けた回答があった。例えば、

自己肯定感の回答選択肢の②と③に丸がある場合は、②も③も回答として集計したが、

①と④のような場合は回答数に入れていない。 

会長 集計的には無効に当たる。 

事務局 回答はなしとした方がいいか。 

会長 厳密に言えば、なしではなく無効である。集計的には除く。 

事務局 では、集計から除く。自由記述については、皆さんいろいろ書かれている。できる

だけ早めに情報提供できるようにしたい。 
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②次回委員会の日程について 

 ８月 31 日（水） 午後１時 30 分～３時 30 分 

③「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 2016」審査依頼 

 

 

（閉会） 


