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第５期第４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８月 31 日（水） 13:30～15:40 

Ⅱ．場所：多治見市役所（本庁舎）４階会議室、笠原児童館 

Ⅲ．出席者（敬称略）  

＜出席委員＞ 大村惠、小木曽敏樹、松原裕見子、眞武美奈子、佐藤薫、望月彰 

＜欠席委員＞ 小倉達也、木股孝一、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：未就学児の保護者対象アンケート調査結果報告書 

資料２：連合生徒会対象アンケート調査結果報告書 

資料３：第２次子どもの権利に関する推進計画（後期計画）体系図 

資料４：第２次子どもの権利に関する推進計画（後期計画）事業一覧表 

   その他：平成 27 年度多治見市子どもの権利擁護委員活動報告書 

 

○ 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 

  ・くらし人権課（子どもの権利相談室） 

  ・子ども支援課（笠原児童館） 

２． アンケート調査集計結果について 

（１）未就学児の保護者対象調査 

（２）連合生徒会対象調査 

３． 第３次子どもの権利に関する推進計画の理念及び目標について 

４． その他 



 2 

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） 

―（質問・意見なし）― 

●担当課ヒアリング（子どもの権利相談室） 

※擁護委員…子どもの権利擁護委員、相談員…子どもの権利相談室相談員 

擁護委員 （説明…ヒアリングシートのとおり） 

擁護委員 子どもの権利擁護委員会議は調査のための第三者機関ではない。調査機関として

は、文科省が今年１月に出した指針に基づき、親の要望に沿って教育委員会等が別

途、立ち上げるべきである。 

委員 相談室の広報の充実には、市のホームページの検索のしやすさが項目として入ってい

る。子どもに行き渡りやすい情報発信は、スマートフォンで見やすいものの検討が必要

だと思うが、それも含まれているか。 

擁護委員 そのとおり。ただし、従来の情報発信も必要だと考えている。 

委員 子どもに関係する施設の職員の子どもの権利についての認識不足は深刻であり、是非、

クリアしてほしい。教員には研修があるが、学校以外の職員の研修計画を検討する必要

がある。 

擁護委員 ある子ども施設では、「職員は相談が専門ではなく、子どもは施設に遊びに来て

いるのだ。」と言う。また、子どもの権利相談員が子ども施設で、子どもと遊びな

がら相談にのっているが、「市からは施設のスペースを利用して相談をしてくださ

いと言われる。相談業務について、市として統一されているのか。」という意見も

ある。子どもの相談については、潜在的にはニーズがあるということは注視してい

ただきたい。そのための研修をしていただけたらありがたい。 

委員 子どもの権利の認識不足ということでは、多治見市には子どもの権利擁護委員がいる

ということを、施設職員が知っているかどうかということもあるのではないか。 

擁護委員 子どもには毎年、相談室の広報用カードを配っているため、見たことはあると思

うが、施設職員にアピールしているかというと、反省もある。 

委員 去年から、放課後児童支援員は研修を受けなければならなくなった。児童館職員もそ

れに準じ、多治見市の制度等について研修してはどうかと思う。 

会長 現在でも、各機関の連携がないわけでもないと思うが、どの点を強化すべき、あるい

は弱点があるとお考えか。 

擁護委員 公的機関のため、人の異動があることが大きなポイントになる。常に、一つ一つ

の案件について前向きに、丁寧に扱うなかで、やり取りがスムーズにできる関係が

大切である。いろいろな関係機関同士で、どこまでこうした関係を作れるかという

ことであり、要保護児童対策地域協議会が重要なカギとなる。そこでのつながりが

あるという状況で、守秘義務をもって情報共有をするという関係が更に強化される

といい。それぞれの相談機関が、１人の子どもの問題を他の機関とつながりながら

対応しようという努力が必要である。声を掛ければどこでも協力すると思う。相談

の仕方について、それぞれが主体的に努力することが大事であり、多治見市には横

の関係をつなげるシステムはあると思っている。 

会長 ベースは要保護児童対策地域協議会を中心に考えた方がいいということか。 
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擁護委員 そのとおり。要保護児童対策地域協議会のメンバーは、法律で守秘義務が課され、

連携も求められているため、そうした関係を生かす。機関によっては認識の違いも

ありうるので、日常の活動のなかで確認していただくことになるかと思う。 

会長 命に関わるようなケースは、現状では学校やスクールカウンセラーが一番捕捉してい

るのではないか。そういう方と要保護児童対策地域対協とのつながりはどの程度あるか。 

擁護委員 実状はよく分からないが、スクールカウンセラー個人と要保護児童対策地域協議

会とのつながりはないと思う。学校や教育委員会を通すとなると、距離感があると

いうのが実情だと思う。システムとしては開かれているので、専門の相談員に知っ

てもらうことが大事である。 

会長 相談員からもご意見を伺いたい。 

相談員 他市からの問い合わせが多く、メール相談が当相談室の特色の一つだと思っている。

若い母親がスマートフォンで相談室のことを知ったり、高校生とメールでやり取りを

したりしている。今後、つながりやすさということに知恵を出していきたい。 

委員 いじめで自殺してしまったような場合など、本人が相談できない状況に置かれてしま

う。結果的に、本人から申し出ができない状態になった場合を市が想定していないと考

えるのか、その辺りが難しいのではないか。今でも、代弁者である親からの相談を受け

ていらっしゃるが、どのようにお考えか。 

擁護委員 当然、状況によっては親が代弁者になる。本人が死亡された場合は難しいが、そ

うでない場合に、親の代弁が子どもの意思を反映しているかということが気になる。

親とのやり取りの中で、子どもの真の意思や気持ちが捉えにくかったこともある。

子ども中心の機関としては、なんともやりづらいところがある。 

委員 障害者差別解消法が施行された。障がい者の要望が聞いてもらえないような場合は、

権利擁護委員会が受けるのか。 

擁護委員 ありうると思う。 

委員 その場合も、知的障害のある場合など、本人から申し出があるとは限らない。その辺

りが課題ということか。 

擁護委員 ある案件では、相談する側に重い障害があり、深刻な相談をしたいと思っている

ことを相談担当者が予測できなかった。相談室も満室のため、広いロビーで相談を

受け、相談する側からすると、環境的にも失望感があったのではないか。また、相

談の内容について、軽く否定するようなニュアンスで言われ、自立への意欲が傷付

けられてしまったのではないか。障がい者の相談では、相談を受ける側が深く状況

を知っているとは限らないため、そういう意味でも、連携というか、当相談室と福

祉部門の担当者が一緒に出向くなどのシステムも必要かもしれない。 

擁護委員 委員のおっしゃることは重要な問題で、子どもが意思表示できないようなことが

多々あって、そのような場合に親が代弁することがありうるが、子どもの意思と親

の意思をどのように理解していくかが課題である。川西市では、子ども中心の擁護

活動ができないような場合は、受けないことができるような条例になっていて、あ

えて入り込まないと聞いている。それにも良し悪しはあるが、多治見市の条例では、

すべて受けなければならない。今の問題は、受け止めていきたい。 

会長 以前、18 歳になった子どもの支援の継続の話を伺った。子ども若者支援というつなげ

た支援を行うことがどこでも大事な課題になっており、多治見市では、保健師が地域割

りで担当者を決め、地域の中で、長いスパンで子どもを見守る体制を整備してきている

と聞いている。障がい児の切れ目のない支援について、保健師との連携の事例や課題が
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あれば伺いたい。 

擁護委員 保健師は、主に乳幼児期の子ども対象という印象があり、地域で障がい児が障が

い者に変わる時まで、或いはその先まで援助しているのか、正直なところよく分か

らない。また、すぐに保健師が思い浮かぶほどではないというのが実状である。 

委員 市役所駅北庁舎の同じ階に保健センターと教育委員会と子ども支援課がある。保健セ

ンターで母子手帳をもらうところから始まり、どの子どもに関しても、特に障害のある

子どもやグレーゾーンの子どもの情報は子ども支援課に入るようになっている。子ども

支援課に相談員がいるため、親からの相談も子ども支援課に入り、小学校へ入る時には

情報を学校へつなぎ、いずれは中学校へという流れができつつある。そこで一緒にやっ

ていただけると、もっと細かい相談や、おとなになってからの支援もできていくかと思

った。 

擁護委員 以前、多治見市でそうしたことを検討する委員会があって、先行していたと思う。

今は、子どもからおとなへのつなぎが問題であり、その仕組みは、まだまだである。

若者支援という点では、東京の千代田区に、19 歳から 39 歳までを対象として自立

を図っていくという仕事をする部署があると聞いた。そうした視点で、行政も視野

を広げていってもらえるといい。 

委員 くらし人権課の課題になるかもしれないが、児童福祉法の改正で、18 歳超えた若者の

継続的な支援を整備され始めている。主に虐待などの要保護児童の継続的支援ではある

が、障がい児も含めて多治見の子どもの18歳超えたところまでの継続した支援体制 児

童福祉法ベースにして機運が高まっている。あと、法的な支えになると思う。 

擁護委員 残念ながら、今回の児童福祉法の改正は、措置をされている子どもに関しての年

齢延長であり、在宅の 19 歳になった障がい者が相談所に相談できるかというとで

きない。広がりとしてはまだまだであり、施設に入っている子どもについては支援

の延長が可能で、大学へ行く子どもは施設によっては 22 歳まで支援の延長が可能

となってきているので、どんどん広がっていけばいいと思う。 

相談員 多治見市内で育っている障がいのある子どもの情報は多治見市に入ってくるが、市

外の寄宿舎に入っているような子どもは相談窓口もない。そこから外れてしまって、

どこにも相談窓口がない子どもの相談を受けていることを伝えたい。 

 

●担当課ヒアリング（笠原児童館） 

笠原児童館・子ども支援課 （説明…ヒアリングシートのとおり） 

会長 笠原児童館全体で特徴的なことがあれば、ご紹介いただきたい。 

笠原児童館 特徴的なところは２点あると思っている。一つは、調理室があることで、調理

を取り込んだ事業を行っている。例えば、食育クッキングとファミリークッキン

グは、地域の高齢の方のサークルと共催で行うもので、高齢の方の中で小学生や

乳幼児親子が一緒になって料理をするという事業である。その他、食生活改善推

進協議会の方を招いて、食育親子クッキングを実施する予定である。また、小学

生のクラブとして、もぐもぐクラブがあり、年６回実施している。もぐもぐクラ

ブでは、館の花壇で行っている児童館ファームの野菜を使っているということも

含めて特徴的かと思う。 

      もう一つは、「わくわくひろば」と呼んでいる、親子ひろばの事業があり、３

歳までの未就園児とその保護者を対象に、児童館事業とは別の事業として水・

木・金の週３日実施している。この事業は、乳幼児向けの内容だけでなく、母親
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がリフレッシュしたり、横のつながりをもったりできるように、フラダンスやベ

ビーヨガなどの内容もある。そのため、児童館としての乳幼児室の事業と合わせ、

乳幼児と親御さんに向けた事業が他館に比べ、提供できているのではないか。そ

の結果、乳幼児とその保護者の利用数が比較的多い館である。 

委員 昨年度、なかなか来ない子どもがいたなど、課題はあるか。 

子ども支援課 利用者を１日で平均すると、それほどたくさんの子どもが来ているわけでは

ない。また、ある程度固定化されているようなところはある。主な利用者は小

学生であり、歩くか自転車で来館できる範囲の子どもに限られているのが現実

かと考えている。 

委員 児童館の設置場所によっては、子どもが行きにくいということか。 

子ども支援課 各小学校区に１館あるが、家から遠い子もいる。 

会長 来館者数は、どの資料を見れば分かるか。事業の参加者数は分かるが、ふらっと来て

本を読んだり遊んだりして帰った子どもはどれくらいいるのか。 

子ども支援課 この資料には出ていない。 

委員 統計はあるか。 

子ども支援課 統計は取っている。 

笠原児童館 学校が終わってから、一度帰宅してランドセルを置いてからでないと児童館に

行けないというルールがあるため、児童館に来にくい子どもはいる。今年は、普

段、児童館に来られない子にも利用してもらう機会とするため、外に場所を借り

て、出張児童館を３回程度実施する予定であり、他の館も実施していると思う。 

委員 中高生レストランが大変おもしろい取り組みだと思った。昨年度の各回の参加人数は

何人か。 

笠原児童館 昨年の子どもアートひろば当日に４人、児童館まつりの前日と当日に各５人、

中央児童館のもちつきの前日に４人、当日に９人参加した。今年のアートひろば

には中学生４人が参加し、ホットドッグが 250 食売れた。 

委員 参加する子どもは固定化しているか。 

笠原児童館 春に募集しているが、固定の子どもが友だちを誘い、増えていく。 

委員 先ほど、自己肯定感を高めるというねらいがあると伺ったが、客対応で自己有用感を

感じたり、楽しみがあったりすると思う。ねらいに即して、子どもの自己肯定感を高め

るための何らかの評価を返しているか。 

笠原児童館 事業の後には、必ず感想を聞いて、こちらから簡単にフィードバックするよう

にしている。また、学校に参加者名簿で報告しているため、学校放送で紹介して

もらって自信になったこともあると思う。 

会長 説明の中であった表彰を受けたのは、いつか。 

笠原児童館 平成 28 年３月である。  

会長 子どもたちは、表彰を受ける対象となったのか。 

笠原児童館 推薦が児童館で、表彰を受けるのは中学校である。教育委員長が中学校を訪問

し、昼の放送の中で表彰状が授与された。 

会長 子どもの感想を記録したものはあるか。 

笠原児童館 学校からはもらっていないが、記念写真はいただいた。 

会長 子どもにとっての励みになる取り組みだと思う。 

委員 僻地指定はされていないが、住民が高齢化し、子どもは住宅地からバスで通園するよ

うな僻地の保育園がレストランをやっていて、そこでは地域の食材を使い、子どもが接
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客し、高齢者が客となる異世代交流の場となり、地区が和みのある地域になるという実

践を聞いた。笠原の地域全体の心の豊かさにつながっているというような評価はあるか。 

笠原児童館 中高生レストランに限ると、子どもアートひろばは全市的なイベントで、幼児

や小学生を連れた来場者が多いが、児童館まつりやもちつきは児童館の利用者と

地域の高齢者の交流があると思う。笠原児童館の事業全体では、ファミリークッ

キングやにこにこクラブで、小学生が高齢者に教わっている姿を見る。 

委員 児童館は 18 歳未満のすべての子に開かれるものであり、子どもの権利条約第 31 条の

遊ぶ権利を保障する上で重要な、日本の制度の中で遊ぶ権利を保障するための施設であ

る。現代の子どもの遊びの状況を踏まえ、多治見の子どもに対して、どんな遊びを保障

すべきなのかという理念は議論されているか。 

笠原児童館 児童館にゲームを持ってくることは禁止しており、ここにあるもので遊ぶのが

原則である。その中で、できるだけ子どもに楽しんでもらうため、児童館職員が

どのような工夫をするかが大切だと考えている。最近では、百人一首をしたいと

いう子が多かったため、試みにやってみたところ、１月のかるた大会に百人一首

を入れてほしいという意見が出て、毎週練習するためのクラブを作ろうとしてい

る。こちらの創意工夫と子どもの意見を取り入れながら、伝承遊びや地域行事に

は関わっていこうと思っている。 

委員 子どもの遊びをめぐる状況についての研修をしたり、子どもがどんな要望をもってい

るかを児童館職員全体で確認したりする機会はあるか。 

子ども支援課 児童館連絡会議があり、そこで子どもの権利に関する研修を実施している。

ただし、各館の代表者しか参加できないため、参加した職員が参加できなかっ

た職員に伝えるということをしていただいている。その先まではできていない

のが現状かと思う。 

笠原児童館 スキルアップの研修もあり、個人的に行った方も会議で伝達・報告をしている

ため、おもちゃインストラクターの資格を取りに行った先生の話も聞いた。 

会長 当委員会では、子どもの貧困の問題について議論している。児童館での貧困問題の位

置付け、取組内容や実態把握について教えていただきたい。また、指定管理の業務の契

約内容に、子どもの貧困に関する対策事業は入っているか。 

子ども支援課 契約の中には入れていない。市全体でも、どのような対策をするか、方向が

固まっていない。先日、関係課を集めて会議をしたが、調査をするかどうかも

決定できていない状況であり、児童館での把握も難しいかと思う。 

笠原児童館 どこまで踏み込んでいいか、難しいところがあるが、夏休みの生活の様子から、

昼にご飯を食べてないと思われる子がいるのは感じている。ただし、日常的に食

事を提供することは指定管理の契約内容から外れてしまうため、別の取り組みに

なるが、まずはそれぞれの家庭の状況について、小学校等と相談しながら見守っ

ていくことになる。指定管理者のワーカーズコープは団体として学習支援、生活

困窮者の支援にも取り組んでいるため、そうしたところにも関心を持っていかな

ければいけないのかなとは思っている。 

会長 今、児童館で学習支援をしているわけではないか。 

笠原公民館 今やっていることは、夏休みの間の学習の場の提供であり、誰かが付いて指導

しているのではない。聞かれれば教えるが、学習スペースの提供だけである。 

委員 調理室を生かして、生活が大変な家庭の子どもだけを対象にしないで、ここに来れば

何か食べられるというような取り組みをされるといいのではないか。 
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笠原児童館 事業のなかでは食べられるが、普段は、児童館での飲食は禁止である。今の児

童館の事業のなかで、職員が調理して提供するというのは難しい。 

委員 誰かにやってもらうのはどうか。 

笠原児童館 誰かにやっていただくような形でコーディネートできればいいとは思う。 

委員 学習支援に関しては、これから退職される教員がたくさん出てくるので、可能性はあ

るのではないか。 

会長 中高生レストランという名称だけで、イメージとしては貧困への目配りがあるかと予

想したが、現状では、そこまでの目配りはないということか。 

笠原児童館 中高生レストランではそういう想定はしていない。 

会長 もぐもぐクラブも３回 900 円であり、子どもがお腹が空いているから参加するという

のは無理であると思った。 

笠原児童館 クラブ制なので、会員になって、参加費を納めた方が参加する。 

会長 子ども食堂的な事業をしようとすると、今の契約内容で可能か。 

子ども支援課 変更が必要である。 

会長 契約に反するのは何か。 

子ども支援課 まず、食材購入費や人件費がない。 

会長 独自事業としても実施できないか。 

子ども支援課 飲食が問題である。 

会長 飲食禁止というルールに反するのか。 

子ども支援課 この児童館には調理室があるが、この館が特別であり、遊戯室しかないよう

な児童館では作ることもできない。調理して提供となると、衛生基準も必要に

なる。 

会長 ハードルが高そうであると。 

笠原公民館 中高生レストランでも、保健センターへの届け出や、調理する子どもの検便を

して実施している。 

委員 全国に動きが広がっているので、いろいろなノウハウがあると思う。 

会長 食事だけではなく、寺がやっているような、おやつを配るおやつクラブを児童館で実

施するのは難しいか。 

笠原公民館 寺のおやつクラブは、学習支援に加えてという意味合いで、ある程度集まって

いる子どもに配っていると思われる。児童館でおやつを配るわけにはいかず、今

の契約内容で実施するなら、有志の方の集まりに対して調理室を貸すのが限界で

はないか。 

委員 子どもの貧困問題も含めた現状を考えると、条例などの規定に変えるべきところがあ

るなら、職員から積極的に問題提起する時期に来ているかもしれない。 

子ども支援課 条例は別としても、貧困対策は考えているところである。しかし、子ども食

堂にしても、学習支援にしても、貧困家庭の子どもだけを対象とすることは、

なかなかできない。行政では手を出しにくいところだと思っている。可能であ

るとすれば、ＮＰＯ法人やボランティアなどへの当初の運営経費の補助かと話

している。 

会長 いろいろな形があると思う。地域のコミュニティの組織で実施することもあると思う

が、その場として児童館というのは考えられるか。 

子ども支援課 可能性はあると思う。 

会長 飲食禁止は解除できるのか。 
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子ども支援課 調理室があるぐらいなので可能性はあると思うが、どちらかと言えば、公民

館の方が適していると思う。 

委員 児童館の目標回数を設定したのは、市か児童館か。児童館は、毎日何か事業があり、

多忙だと聞いている。職員の負担感はどうか。また、行事の準備に時間が取られると、

日常の子どもの様子に気を配れるのだろうかと思った。この目標回数は適正か。 

子ども支援課 回数は、指定管理の仕様書に、最低何回以上と書いてある。それぞれ考えら

れて、実施してもらっていると考えている。児童館は、午前中は乳幼児と保護

者の利用、午後は小学生が帰って来てからの利用が多いため、その空き時間を

使っていただいているのではないか。 

委員 内容も充実していて、各児童館が頑張っていらっしゃると思った。 

会長 事業数が過剰なのではないかというご意見だったが、実際、笠原児童館の運営のなか

ではいかがか。 

笠原児童館 今年、項目数は９から５に変わり、回数にも変更があったので、計画自体を変

えた。毎日何かしなければならないということでもなく、子どもと関わる時間も

もてる。 

会長 多忙感はないか。 

笠原児童館 全く違う事業所から児童館へ来たため、事業が多いと思ったが、うまく運営で

きていると思う。空いている時間に準備をしたり、前に使った道具などを再利用

したり、極端に負担にならないように工夫している。また、新しい子にも児童館

に来てほしいので、新しい行事や内容の変更は必要になってくると思う。 

委員 子どもの貧困問題は、経済的な貧困だけではない。子ども同士の関わりの貧困など、

豊かな人間関係が保障されていないなかで、児童館の役割は大変大事である。そこに、

目標を設定して、仲間づくりなどに関する取り組みはあるか。 

笠原児童館 小さなトラブルは日常的にある。職員が間に入る場合も、入らない場合もある

が、普段の子どもの様子を見ておかなければということを職員間で確認した。職

員全員が毎日顔を会わせるわけではないので、ケースの記録をとり、月に１回は

必ず館会議をするなどしている。 

委員 気になった子どもの情報は、学校にも伝えるのか。 

笠原児童館 状況によって、ある程度は伝える。定期協議があるわけではないので、もう少       

し気軽に相談できないといけないかと思っている。 

会長 学校への相談は、良い場合と悪い場合がある。子どもにとっては、学校に筒抜けとい

う感じがして、児童館に来られなくなってしまう。その辺りは、判断してもらっている

と思うが。 

委員 子どもは、自分を認めてもらえる居場所が欲しい。児童館で小さい子の面倒を見て、

褒められることで自己肯定感が高まることもあり、どこかで認められる場が必要である。

学校へは行けないけど、児童館なら行ける子どもがいてもいい。そうした面からも、飲

食禁止やランドセルを持ったままの来館の禁止などについて、子どもの最大の利益とい

う観点で規定等を検討いただければと思う。 

会長 仕様書との関連で、指定管理者が「できる」とは言えないのではないか。市も許可す

るとは言えないと思われるので、保留としていただきたい。 
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２．アンケート調査集計結果について 

事務局 （説明…資料１・２） 

 

 

３．第３次子どもの権利に関する推進計画の理念及び目標について 

事務局 （説明…資料３・４） 

会長 今日は議論する時間がないため、事務局にご意見を寄せていただくということにした

い。基本理念と目標について、数値目標としてはいいと思うが、これを目標としていい

のかどうかという点で、引っかかるところがあり、何を実現していったらいいかという

ところがあるといいと率直に思う。具体的な施策については、子どもの貧困、ＬＧＢＴ

と言うのか、性的少数者というのがいいのか分からないが、この関連といじめ防止につ

いてのご意見をいただくということでよろしいか。 

事務局 全般について、９月中旬を目途にご意見をいただきたい。その後で会長と協議し、

再度皆さんからご意見をいただくか、10 月の委員会で協議していただくか、どちらか

にしたい。まずは、こういう視点だけは忘れないように、こんなことを問題点として

今後８年間に見ていくべきではないかということについて、皆さんの目線から見てご

意見をいただけると、方向性も見えてくると思う。近々、メール配信させていただく

ということでよろしいか。 

－承認－ 

 

 

４．その他 

①次回委員会の日程について 

10 月 13 日（木）、17 日（月）午前、20 日（木）午前 

※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 2016」審査依頼 

 

（閉会） 

－閉会後、笠原児童館内見学－ 


