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第５期第５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 10月 17日（月） 9:55～12:05 

Ⅱ．場所：多治見市役所（本庁舎）１階第２会議室 

Ⅲ．出席者（敬称略）  

＜出席委員＞ 大村惠、小倉達也、小木曽敏樹、眞武美奈子、杉本侑織香、佐藤薫、望月彰 

＜欠席委員＞ 木股孝一、松原裕見子 

＜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、加藤曜子 

Ⅳ．内容 

 

【資料】 

資料１：第３次推進計画施策の方向・推進施策・具体的取組み（案） 

資料２：第３次推進計画具体的取組み（案） 

   その他：子どもの権利の日協賛事業パンフレット 

      第 19回たじみ子ども会議ちらし 

 

○ 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３次子どもの権利に関する推進計画（案）について 

（１）施策の方向について 

（２）推進施策について 

（３）具体的取組みについて 

２． その他 
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Ⅴ．議事要旨 

【議題】 

１．第３次子どもの権利に関する推進計画（案）について 

（１）施策の方向について 

（２）推進施策について 

事務局 （説明…資料１） 

会長 施策の方向と推進施策を一緒に議論していただいた方がいいと思うので、ご意見をい

ただきたい。 

施策の方向１の推進施策１「子どもの権利学習の推進」については表現の問題があり、

子どもの権利の学習・子どもの権利意識と言う場合、子どもの権利についての学習なの

か、子どもを対象にした権利の学習なのかが分からないため、表現の整理が必要ではな

いか。また、施策の方向１の推進施策１が推進施策２～５のすべてを含む表現になって

いるため、推進施策１の表現を変えた方がいいと考えている。そして、これまで権利の

学習・授業の改善がなかなか進まなかった理由の一つは、教育委員会に対して改善・見

直しの要望をしてきたが、ある意味丸投げだったためであり、子どもの権利擁護委員も

権利学習に関われていない。くらし人権課が事務局となって、教育委員会、子どもの権

利擁護委員、子どもの権利委員が共同で権利学習の開発をすることを推進施策１として

挙げてはどうか。子どもと子どもを対象とする仕事をされている職員、保護者、地域の

おとなをすべて対象とした子どもの権利についての学習を開発していくという組織を

作った方が進むのではないかというのが、私からの提案である。 

推進施策 16「地域に根差した相談体制の整備」というのは、切れ目のない支援の体制

を整備するということと繋がっているが、「相談体制」だけにすると狭まってしまうた

め、「相談・支援体制」か「支援体制」とするのか検討していただきたいが、必ずしも

相談だけではないということを確認しておきたい。貧困と地域に根差した支援体制も施

策の方向として挙げて研究・開発をしてはどうかという話もしたが、どちらもこれから

調査をして具体的な取組みを作っていくという分野のため、それだけを施策の方向とし

て挙げるのは難しいということで、現状は施策の方向３に入っている。 

施策の方向を三つ置くことについてどうか等、自由にご意見をいただきたい。 

委員 すっきりと体系化され、全体としては良いと思う。会長が言われたとおり、施策の方

向１で子ども自身の意識を向上させることと、子どもに関わるおとなの権利意識を向上

させることをどのようにつないでいくかが課題となる。 

施策の方向３の推進施策 16 と 12 はまとめられるかもしれない。12 は子どもが直接

相談できる体制、16はおとなに対する相談体制とで分けているのか。 

事務局 16は、おとなへの支援に限定していない。 

委員 そうであれば、推進施策 12との関連を整理する必要があるのではないか。 

切れ目のない支援体制というのは、今後、ネウボラのようなシステムを検討していく

ことになると思うが、子どもが生まれる前の親に対する支援、乳幼児期の親に対する支

援から、次第に子ども自身に対する支援になっていく。施策の方向３を「子どもの権利

救済体制の充実」として、いじめも含めた施策にした方がいいのではないか。 

会長 推進施策 16 のイメージは、保健師の地域割り担当の体制である。担当地区で、生ま

れたばかりの子どもから高齢者まで、継続した支援をしようという取り組みで、障がい

をもつ子どもやおとなに対して、切れ目のない支援の取り組みが始まった。しかし、障
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害だけの問題ではなく、貧困の問題や性的少数者の問題を含めて切れ目のない支援をし

ていくための研究や組織の整備をしようというものが推進施策 16である。 

委員 育児不安も含まれるか。 

会長 もちろん、含まれる。また、18歳での支援の切れ目をどう乗り越えていくかという問

題も推進施策 16 で考えていこうというもの。本当は、施策の方向の一つとして挙げて

もいいと思うが、子どもの権利に関する条例では 18 歳までを子どもとしているため、

18歳以降の支援につなぐ根拠がない。次世代育成法等はあるが、条例整備も視野に入れ

ながら推進施策 16を考えていくことが必要ではないか。 

委員 推進施策 16は 12とは別の取組みとして整備するということか。 

会長 そのとおり。 

委員 今後の課題かもしれないが、スクールソーシャルワーカーが教育委員会の所属になる

と、学校が抱える体制の問題に切り込めないこともある。子どもの権利擁護の仕組みの

一部と考えて、くらし人権課の所属とする等、スクールソーシャルワーカーがより効果

的に活動できるような体制を整備していく必要があるのではないか。 

会長 多治見市のスクールソーシャルワーカーは比較的専門職として、しっかりしていると

いう印象だった。他市では指導主事の下にスクールソーシャルワーカーが置かれている

ため、専門職として自分の判断で動くことが難しい。学校と福祉を繋いでいくためには、

自由に動ける仕組みが必要である。多治見市では、スクールソーシャルワーカーの動き

に配慮されていると思う。 

委員 推進政策１を開発として、子どもの権利擁護委員と開発していくことも大切だと思う

が、子どもたちが子どもの権利の意識を持っていくことも必要である。開発だけでなく、

推進という言葉も必要ではないか。 

会長 推進施策２～５のすべてが学習の推進であり、切り分けた方がいいという意図である。 

委員 推進施策３～５はおとなに対してであり、子どもに対しても推進という言葉が必要で

はないか。 

会長 子どもへの推進が推進施策２で、学校教育を中心とした子どもの命と人権を尊重する

学習の推進が子どもに対しての推進である。 

委員 子どもに対する推進では、命と人権を尊重する学習に限定するのか。子どもに対する

推進という意味では、子どもの権利の意識を推進していかなければならないと思うため、

推進施策１を開発とするなら、推進施策２を命と人権を尊重する学習に限定するのでは

なく、子どもの権利全体を推進していく表現にした方がいいのではないか。 

会長 子どもを対象に推進するという内容が推進施策２であり、限定するという意味ではな

いのではないか。 

委員 子どもの権利は、最後は命と人権になる。中津川市では、命の学習を保育園・幼稚園・

小学校・中学校連携で行っている。平成 18 年度の中学２年生女子の殺人・瑞浪市のい

じめ自死を受けて、子どもの命と人権を守るため、人権・性・危機危険から身を守る学

習を各校で生徒指導主事と養護教諭が中心となって行っている。教育委員会が中心とな

って、各年齢に応じた年間カリキュラムを作り、各校で実施したものを記録して配って、

また利用して更に実践するということを実施している。また、夏休み期間中には、全生

徒指導主事と養護教諭が集まって、命の教育に関わる研修会を実施している。年数回、

広く参観者を募り、命の授業に関わる公開授業も設定し、推進している。当初、中学校

から始め、今では小学校・幼稚園・保育園も加わっている。そして、小学校低学年児童
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や幼稚園・保育園の子どもには、動物の命という観点から、市内の動物病院の医師が参

加し、動物を触らせながら授業を行っている。 

会長が言われたように、教育委員会に丸投げしても、実践していけない。年間数回は

こんなことをしましょうという程度で終わってしまうだろう。教育委員会を中心としな

がら、学校の中に入り込んで、教員レベルで研究・推進していかない限り、広がってい

かないと考える。学校では、子どもの権利と言う言葉ではないが、人権学習・命の学習

等は行っているはずであり、それを体系化するだけでも、教員側の意識も受ける側の子

どもの意識も変わってくると思う。教育委員会を中心とした組織を作って、そうした整

備を進めていくことを開発とすればいいのではないかと思う。 

委員 非常に難しいことであるが、基本的な方向性であり、方向性を誤ってはいけないと思

うが、いじめで自殺した子がいる場合に、その子が命を大切にしなかったという視点か

ら命の大切さを教えるということをしがちであるが、それは誤りであり、いじめる子が

相手の人権を尊重していないという実態があるということである。なぜ、そうした子ど

も同士の関係ができるか、その背景にメスを入れず、単に命を大切にしましょうという

ことでは、対症療法にすぎない。多治見市がどういう姿勢で子どもへの支援をしていく

か、説得力あるものにしないといけない。現状では、子どもが命と人権を尊重していな

いため、子どもたちが命と人権を尊重するような力を付けていなかければならないとい

うのは、それはそれで一つの真理ではあるが、子どもたちが命と人権を尊重できないよ

うな状況に置かれてしまっている問題をどう解決していくのか。教育者側の姿勢が求め

られている場合もあるが、学習というと主体は子どもなので、学習ではなく、命と人権

を尊重する教育の方がいいのかもしれない。子どもだけでなく、教員や保育士など教育

者側もそうした学習を積み重ねていく研修の機会の充実や教材の開発・体制づくりなど

全体を盛り込んだ表現にしていかないと、やや表面的なものに留まるのではないか。 

委員 いじめ自死という事案が発生すると、マスコミに取り上げられる。年間 200人ぐらい

の児童・生徒が自死をしているが、いじめが原因と特定されるケースは少ない。他の原

因を考えたとき、警察や文部科学省の発表では、高校生では進路・学習、小・中学校で

は家庭が原因であり、いじめはそれらより少ない。いじめはもちろん駄目で、学校とし

て取り組むべき課題であるが、どんな状況にあっても生きる力を付けていくことが大前

提である。そのためには、様々な活動から自己肯定感を育成していくことが大きな課題

となる。自己肯定感は長い間の生活のなかで培っていくものであり、その一部は、学校

で学ぶことで自分の命が尊い、自分の周りの人の命も尊いと実感することで生きる力に

なっていくと考えるため、命と人権を尊重する学習が重要である。同時に、推進施策２

～５のように、相手を明確にした支援の方向性は素晴らしい。自死を考えても、学校以

外の要因が多く、不登校の増加についても、いじめがきっかけにはなっても、根本にあ

るのは、恵まれない家庭環境や保護者の意識が大きな原因になっていると思われる。最

近はスマートフォンが普及し、スマートフォンを見ながら子どもをあやす保護者がいる

が、その行為は子どもを受け入れないという虐待ではないか。不登校や反社会行動に出

る子どもの様相から考えて、適切な愛情を与えられなかったことによって、愛着形成が

なされないのが大きな問題になってくるのではないかと思う。発達障害の児童・生徒が

増えているが、実は、発達障害ではなく、愛着障害の可能性が考えられる。適切な愛情

を受けて育てられなかったり、保護者が不適切な養育を行ったりした子どもたちの愛着

形成が適切にされず、二次障害的に、発達障害の様な障害となっている可能性が疑われ
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る。今後、このような保護者の養育が多くなれば、もっとそうした子どもの数は増えて

いく。不登校や反社会的行動などがもっと増え、結果的に、命を粗末にする自死なども

増えていくと考えられる。以上を考えると、推進施策１の開発と推進施策２～５の相手

を明確にした支援・指導を施策の方向１でしっかりやっていくことは、最終的に、外部

原因に対応しながら子ども自身の生きようとする力の育成にもつながるのではないか

と考える。 

会長 国連の子どもの権利委員会からの勧告でも、日本の子どもの自死の問題が注目されて

いる。それをどうしていくかということは、この委員会での課題でもあり、しっかり取

り組んでいこうということで、命という言葉を入れるということでよろしいか。今後の

課題として、一つは、中津川市のような取り組みからどう学んで多治見市の体制を作る

かということが挙げられるのではないか。 

子どもの権利なのか子どもの人権なのかという議論はあり、整理がついてないところ

がある。子どもの権利条約には参加の権利がある。子どもの人権と言ったとき、参加の

権利が入るか、入らないかという議論もあり、恐らく入るのだろうが、一般的には生命・

安全がより強調されて、参加という市民的な権利については、あまり重視されない傾向

にある。委員の懸念もその辺りにあるのかと思ったが、参加の権利も人権に含まれると

いうことであればよろしいか。 

―承認― 

会長 学校や家庭の環境をどう改善していくかという問題は、施策の方向１の３～５であり、

単に啓発というだけでなく、特に職員のところには研究という言葉を入れてもらった。

なぜ、子どもが苦しんでいるかということを研究し、改善していくというニュアンスが

入ったらいいと思って、研究を入れてもらった。 

委員 子どもが命や人権を尊重していないのが問題であるという出発点にしてはいけない。 

会長 それは大丈夫ではないか。 

委員 そのように表面的に受け取られないような表現にしなければならない。 

会長 表現の問題は少し検討の余地があると思うが、施策の方向１の推進施策の５つの構成

については、よろしいか。 

―承認― 

会長 施策の方向１の文言をどうするか。 

事務局 黒字の方は、今までの体系で二つの推進施策があったことからの施策の方向である。

今回、推進施策をこれまでより上の段階の方向性を見せるという意味合いからすると、

どのような表現が適切か議論していただきたい。 

会長 子どもの権利に関する学習の推進というような表現は入れた方がいいのではないか。

或いは、学習だけでなく研究もしていくということであれば、「学習・研究の推進」と

する。自己肯定感の向上も出してもいいが、これは全体に関わる。 

事務局 目標が自己肯定感の向上であるため、すべてが関わる。 

会長 「子どもの権利に関する学習・研究の推進」は、いかがか。 

委員 研究が入るということか。先ほど、権利擁護委員がそうした研究をしていくという話

であったが、現実的に余裕はあるのか。 

会長 やっていただかないといけないと思っている。一人ひとりの子どもの困り感に対応し

てもらっているので、それを改善に生かしていただくことは必要である。今まで、それ

がなかなかつながっていかなかった。 
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   とりあえず、施策の方向１についてはよろしいか。 

―承認― 

会長 施策の方向２と３については、よろしいか。 

委員 推進施策の 10と 11は、具体的に何を想定しているのか。 

事務局 家庭や地域での物理的な子どもの居場所だけでなく、心理的な拠り所という意味で

の居場所もあり、単純にこの施設と言えない部分もある。 

会長 学校、家庭、地域それぞれに居場所ができるようにしていこうということである。 

事務局 いろいろな場所でという意味と、心理的な拠り所を含めている。 

会長 居場所には人の問題も必ず入ってくる。人の養成も、もちろん含まれる。 

委員 国連の権利委員会の勧告のなかで、31 条に関わる部分がある。「子どもの休息・余暇

及び文化的活動に関する権利について、注意を喚起する。公的場所、学校、子どもに関

わる施設及び家庭における子どもの遊びの時間及びその他の自発的に組織された活動

を促進し、容認する先導的取組みを支援することを政府に勧告する。」とあり、具体的

には公的場所、学校、子どもに関わる施設、家庭が居場所になると思う。そこで、自発

的に組織された活動が促進されるように支援しなさいという勧告である。多治見では、

児童館・児童センターをはじめ、子ども情報センターなどであり、こうした場所は公的

場所に入る。更に、家庭自身が居場所にならないといけないというのは、精神的な意味

を含んでいると思う。推進施策 10と 11は、居場所づくりを促進すると同時に、その居

場所において子どもの意見表明や参加が促進されなければならないし、自主的な活動も

推進されなければならないため、セットにしてもいいかもしれない。 

会長 この居場所づくりは、具体的取組みとの兼ね合いがあるのか。 

事務局 第２次推進計画では、もともと一つの推進施策だった。他の推進施策との絡みで分

けた。 

会長 推進施策 10が推進施策 6～9と重なっている。 

委員 推進施策すべてに意見表明・参加の促進が付いているが、施策の方向自体が子どもの

意見表明・参加の促進であり、推進施策一つひとつに意見表明・参加の促進を入れる必

要があるか。 

会長 具体的取組みと併せて考えることにしてはどうか。 

事務局 推進施策 10・11は再考させていただく。 

会長 施策の方向２の文言は、子どもの意見表明・参加の促進と居場所づくりとした方がい

いのではないか。 

委員 居場所が先ではないか。意見表明の場があるから居場所になるのかもしれないが。 

委員 意見表明権は、あらゆる場面で保障されなければならない。そういう意味では、家庭

でも学校でも意見表明や参加を促進されなければならないが、それとは別に、学校や家

庭以外の場での子どもの活躍の場、居場所がなくなっているという問題がある。 

事務局 第２次推進計画の体系でも、家庭や学校など普段の場があっての居場所という順に

なっているのではないか。 

会長 児童館など居場所機能に特化した場所もある。それと同時に、家庭や学校や地域のな

かにそれぞれ子どもの居場所がある。そこを混同すると、分からなくなる。 

事務局 第２次推進計画では、狭義の意味の居場所になっていると思われる。 

会長 やはり、具体的取組みを見ながら判断した方がいい。 

施策の方向３については、いかがか。初めに委員が言われた権利救済体制は、相談・
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救済体制に含まれているのではないか。 

委員 相談・救済・支援体制ではないか。相談・支援と、侵害された権利の救済体制であり、

子どもの権利擁護委員は救済の方である。 

会長 相談・支援・救済体制では、くどいのではないか。支援の意味は広い。 

委員 相談すること自体が支援でもあるが。 

会長 支援・救済体制にして、その支援のなかに相談があり、推進施策で具体化してもいい

のではないか。施策の方向３と推進施策 12～17 について、文言の修正はあるかもしれ

ないが、項目はこれでよろしいか。 

―承認― 

会長 それでは、施策の方向と推進施策については、これでご承認を得たとさせていただき

たい。 

 

（３）具体的取組みについて 

事務局 （説明…資料２） 

会長 先ほど、施策の方向１を整理したため、推進施策１は「推進」ではなく「開発」にな

る。そのため、具体的取組み①の半分と②が残り、③と④は推進施策２の子どもに対す

る学習に移る。逆に、推進施策２にある「障がいのある人への理解」や「性的マイノリ

ティ」「いじめ防止」などの開発に関することについては、施策の方向１に移され、具

体的な中身は施策の方向２に残ると思う。 

子どもの貧困についての学習の開発も行った方がいいと思っている。子どもの貧困に

ついて、ＮＨＫで取り上げられた女子高生が貧困ではないのではないかとネットでバッ

シングを受けたことがある。これは、相対的貧困への理解が乏しいという問題があると

いうことである。絶対的貧困でないと、救済の対象にならないということではない。そ

れと併せて、どうして貧困が起こっているのかという問題も学習の対象になり、貧困へ

の理解が学習の目的になるということを入れていただけるといいと思っている。 

委員 施策の方向１の推進施策２に入れるということか。 

会長 推進施策１の開発に入れて、プログラムを開発するということである。 

事務局 中津川市のカリキュラムの話があったが、県内でも実施していく方向にあるのか、

多治見でもそのような動きがあるのか。または、仕掛ければ、多治見でも可能なのか、

教えていただきたい。 

委員 中津川市には、市の教育委員会がまとめた年間カリキュラムがあり、資料や指導案は

共有されている。多治見市でそのカリキュラム全部を実施するには時間がないが、多治

見流にアレンジすることは、十分可能である。保健師による生命誕生の学習、妊婦体験、

命の大切さについての学習など、アプローチの方法はたくさんある。すべての学校で同

じプログラムを実施するのではなく、各校の実態に合わせてプログラムを行えるように

なっている。中津川市のように獣医師や保健師、外科医、産婦人科医との連携もやって

いけるのではないか。中津川市の許可をもらえれば、プログラムを提供してもらって、

多治見市に合わせて内容を変えることは可能だと考える。 

事務局 こうしたことも会長の言われる開発に含むか。 

会長 含む。教育委員会主導か、くらし人権課主導かという調整は必要だと思う。 

委員 理想的には、プログラム開発に子どもも参加してくれるといい。 

会長 それは、もちろんである。 
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委員 推進施策４の⑤～⑪は普及啓発というより支援体制のことなので、推進施策 16 の地

域に根差した相談体制の整備に入るのではないか。「根差した」なのか、「おける」がい

いのか分からないが、「根差した」と表現すると、その意味を分かるようにしなければ

ならない。また、法改正の関係で、推進施策４の具体的取組み⑧にある家庭児童相談は

児童相談所との連携を強化しなければならない。これまで、都道府県の児童相談体制と

市町村の児童相談体制の区分が不明確であり、連携協力のあり方が見えにくいという問

題がある。そこで、市町村の相談体制を整備し、そこには専門職を置くという法改正で

あり、かなり重要なポイントになってくると思う。市としては、家庭児童相談室を中心

とした地域における相談体制を整備していくことが、今後の方向の大きなポイントにな

る。そうした意味でも、推進施策 16に入れた方が分かりやすい。 

委員 推進政策２は子どもへの支援になると思うが、おとなへの支援も必要ではないか。そ

もそも、おとなが実態を知らないのではないかと思う。推進施策３の具体的取組み①～

③に含まれるのかもしれないが、子どもの支援のためにも、おとなも知っているべきで

はないか。 

会長 推進施策１に入れて、それを含んだプログラム開発にしていただくのが一番良い。 

委員 修学旅行で、みんなで一緒にお風呂に入ることをどうするか、課題になっている。 

会長 推進施策３の子ども施設職員に対しての研修・研究などの支援について、今まで隙間

があった。教職員には異動があるが、異動のあった校長・教頭以外の教員に対する研修

がない。これまで研修の対象になっていない教員をカバーできるように具体的取組みに

書いてもらえるといい。難しいのは、委託先の職員への研修である。現在は、委託先に

お任せになっていて、委託先職員への研修があまり実施されていない。視察した児童館

は独自に取り組んでいたが、条例を学ぶ機会があるかというと、不充分ではないかと思

う。 

事務局 年度始めの施設の連絡会議で児童館・児童センター職員に対して話をしているが、

その内容が全職員に周知されているかというと、難しい部分もある。また、くらし人

権課に嘱託職員として子どもの権利普及推進員を１名配置している。その推進員が出

掛けていき、話をする体制はある。 

委員 推進施策３の具体的取組み②に、「小中学校、幼稚園、保育所ほか」とあるが、学童

保育はどうなっているか。また、設置主体は。 

事務局 教育委員会が担当し、業務委託している。児童館・児童センター職員と同じ様に、

取組み等について説明する機会があるが、踏み込んだ話まではできていない。また、

全職員への周知という点では、やはりこちらも難しい部分がある。 

会長 「子ども施設」をもう少し具体的にした方がいいか。または、「すべての子ども施設」

とするか。 

委員 「すべて」なら、障がいのある子どものデイサービスも含まれる。 

委員 保育制度改革で従来は制度の外にあった認可外保育施設なども小規模保育施設に位

置付けられるなど、設置運営主体も多様化し、子どもの権利が徹底できているかという

と、漏れが出てきている。学童は保育所より法的な根拠が脆弱で、民間営利企業が参入

し始めて、問題が出てきている。公的な施設は目が届くが、そうでないところで権利侵

害が発生しやすい。「すべての」として、可能な限り、学習の場を提供していくことが

必要ではないか。 

事務局 代表的なところを挙げてあるだけで、「子ども施設など」にはすべて含まれている。 
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委員 主要なのは小学校・中学校・幼稚園・保育所であるが、学童ぐらいは入れた方がいい。 

会長 条例では、子ども施設に公民館は含まれるか。 

事務局 含まれている。 

会長 どこまで達成できるかは分からないが、「すべての」と入れた方が主旨は明確になる。

民間の施設は、民間の判断があるが、基本的には研修を受けられる体制にしておいた方

がいい。 

事務局 条例の趣旨からいうと、対象に入っていなければならない。 

会長 研修会を開くときに施設全部に案内を出し、職員を出せるところは参加してもらうこ

とにすれば、すべての施設を対象とすることができる。 

委員 学童の認可は県が行うのか、市か。 

事務局 市である。 

委員 研修を受けることを認可の条件としてもいいのではないか。 

会長 推進施策５は具体的取組みが①だけである。公民館などでの事業を挙げることはでき

るか。次の指定管理者の選定の時に、子どもの権利についての学習の機会を設定するこ

とを協定に入れて頂ければいいはずである。 

委員 公民館の利用団体に子育てサークルも多いのではないか。 

事務局 子育てサークルもある。 

委員 そこで、両親学級のようなこともやっていないか。 

会長 両親学級は推進施策４に入ると思うが、病院の事業のイメージか。 

委員 保健センターではないかと思う。 

事務局 公民館の自主事業としてか。 

会長 公民館で両親学級を実施しているところがあるのか。 

委員 実施しているところがある。 

委員 公民館ではあまりなく、保健センターが実施している。 

委員 両親学級とは言っても、なかなか父親が参加できなくて、夜に開催しているところも

ある。 

事務局 子育てへの父親の参加の状況はどうか。 

会長 以前と比べると父親の育児参加も増えていると思うが、どの程度かは分からない。 

委員 保健センターでは、妊娠期の親を対象にパパママ教室を開催している。今、募集して

いる教室は、妊婦と概ね生後８ヵ月までの子どもと両親が対象で、年２回ほど開催して

いるのではないか。なかなか父親の参加が難しく、参加者を集めるのに苦労しているよ

うである。 

会長 推進施策４の具体的取組み④には、母子健康手帳交付時だけしか書かれていないので、

パパママ教室なども加えるといいと思うが、「各種健診時」に含まれるのか。 

委員 健診とは、違うような気がする。 

委員 通常は、おむつの変え方や、いつ頃どんな離乳食にするかという内容が多いと思うが、

それに加えて子どもの権利学習を行えると良い。 

会長 そのためには、教材開発を行わなければならない。 

委員 一番重要なのは、来てもらうために、魅力ある内容にしなければならない。 

事務局 「各種健診」とは、３ヵ月、４ヵ月、10 ヵ月児健診のことだと思うが、これらは

100％近い受診率のため、啓発するには良い。 

委員 アンケートを取るのにも、一番良い。 
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委員 幼稚園・保育園で父親参観を実施されていて、父親が割とよく来てくださっている。

愛着形成は５歳までに決まるため、幼児期の支援が大切である。企業から父親への講話

を依頼されたこともあり、協賛企業を募って講話をしたり、学校の取り組みを発表した

りした。社員の意識を向上していくことで普及していくということもあっていいと思う。 

校長会での説明は短時間のため、子どもの権利に関する具体的な施策をすべて理解し

ている訳ではなく、具体的な取り組みを見て、分かることもある。事業を説明するだけ

でなく、具体的な内容を映像などで視覚的に訴えることが大事ではないか。 

難しいとは思うが、子どもの権利に関わる各種団体が集まる場があるといい。学校や

幼稚園・保育園、行政、学童、公民館などが集まり、互いの実践交流をしたり、意見交

流をしたりすることで進化していくと思う。現状では、直線的というか、市と学校など

一本でしかなく、横のつながりがないため、発展していかないのではないか。 

会長 子どもの権利に係わる横断的な学習や交流の場がないということか。 

事務局 今のご意見にあったような、広いつながりはない。 

会長 子どもの権利フォーラムや子どもの権利フェスティバルといった事業を立ち上げる

ことはできるか。 

事務局 今あるものを変えるということでもいいのではないか。講演会の機会を利用して、

講演を聞くだけでなく、参加者それぞれから報告をいただくなど、やり方を変えるこ

とはできるのではないか。 

会長 横をつなぐというねらいを明確にした事業の立ち上げはいい。 

委員 毎年、民間団体が集まる全国集会のようなものがあり、おやこ劇場や青年会議所が中

心となって、地域おこし・商店街の発展を兼ねた働き方の見直し、子育てに関わりなが

ら仕事もできる地域づくりなどについて話し合っている。社会全体の子育てをめぐる課

題ともリンクし、多治見市の商店街や中小企業、青年会議所に力があるかが問題だが、

子育てしやすいまちづくりの取り組みを通じて子どもの権利を啓発するのも意味があ

り、地域振興につながるが、行政から行うのではなく、下からでないと意味がない。 

会長 他はいかがか。 

委員 個別に重なるものが残っているが、整理した方がいいか。 

会長 整理については、事務局でやっていただく。新しいものを追加するということであれ

ば、今日、出していただきたい。 

委員 推進施策４の具体的取組み⑥について、最近は「ピアママ」という言葉は出さない。

「子育てサポート団体」と変えていただけると分かりやすい。 

委員 「ピアママ」というのは、固有名詞か。 

委員 数年前までは、初めてのお産のママたちを「ピアママ」と呼んでいたが、最近は言わ

ない。 

委員 貧困との関連もあるが、一人親への支援は、具体的取組みのどこかに入っているか。 

事務局 一人親家庭の支援とはっきり書いてあるところはない。 

委員 特別に取り上げる必要があるのではないか。 

事務局 子どもの貧困に絡んでということか。 

委員 そのとおり。 

会長 現在でも、一人親家庭への支援はされていると思う。それが書かれるだけではないか

と思うが、新しい事業としてということか。 

委員 どこかにあればいいが、なければ、入れなければならない。 
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会長 見えるようにということか。 

委員 そのとおり。 

事務局 現状がどうなっているか確認させていただく。 

委員 18歳を超えてからの支援について、障がい児については制度があるが、引きこもりや

一人親家庭の子どもへの継続支援のニーズがあるのではないか。 

事務局 豊田市の年齢の規程はどうなっているか。 

会長 豊田市の条例も 18 歳になるまでとしている。子ども支援と若者支援をどうつなげて

いくかというものは、ない。全国のシンポジウムでもテーマの一つだった。 

委員 18歳で支援が切れるのは間違いないが、16歳や 17歳で高校を中退した子どもの親に

寄り添う機関がない。 

会長 全国では非行の親の会が活動しているが、問題行動を起こす青少年には、中流の家庭

の子どもと貧困層の家庭の子どもとに分かれている。親の会では、中流層の親が活動を

進めてきたが、最近では、親があまり動けなくなってきている。問題を起こす子どもた

ちはいるが、親の自主的な活動として、困難を抱えているところがあるようである。そ

うした子どもたちや親への支援をどうしていくか、行政的にも考えなければならないか

もしれないが、どこに入るか。 

委員 推進施策 16の一環ではないか。 

事務局 会長からの話もあり検討したが、やはり、18 歳を超えた人の支援を入れることは、

この時点ではできない。入れるとするなら、18歳以上の方の相談機関につなげるよう

な相談体制を考えていくということではないか。 

委員 支援のあり方の検討は、していかなければならない。 

事務局 18 歳を超えたときに先につなぐことを考えながら、18 歳までの支援をしていくこ

とは大切だと考えている。 

会長 先ほどの委員の話は高校生の学齢期の問題で、学校から離れてしまった子や中卒で働

く子、多くは離職するので、そうした子どもたちや家庭への支援をどうするかという問

題は見えにくいが、あるのは確かである。 

委員 近年の中学生が犠牲になった殺人事件でも、有職少年の犯行である。 

会長 全国的に同じで、中津川市の事件も同じではないか。こうした問題は、児童相談所で

も難しい領域ではないか。 

委員 相談を受けることはあるが、難しい問題である。 

委員 レアケースではあるが、少年院退院後や更生保護を含め、社会的に排除されやすい立

場の子どもを地域でどう支援していくかを検討し、仕組みが作られると良い。 

会長 具体的取組みについてご意見をいただいたので、事務局で整理していただき、委員に

返していただきたい。また、今日、ご意見を出されなかったことでも、必要な施策など

があれば、事務局にご意見をお寄せいただきたい。 

 

 

２．その他 

①次回委員会の日程について 

11月 18日（金）午後 

※欠席委員と調整し、日程を決定する 

－（承認）－ 
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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」 

応募作品展覧会案内 

③第 19回たじみ子ども会議「あつまれたじみっ子！～君ならどんな公園にしたい？～」 

案内 

   

 

（閉会） 

 


