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第５期第６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 12月５日（月） 9:55～11:15 

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、木股孝一、松原裕見子、眞武美奈子、杉本侑織香、 

佐藤薫 

＜欠席委員＞ 小木曽敏樹、望月彰 

＜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次子どもの権利に関する推進計画施策の方向・推進施策（案） 

【第５期第５回委員会検討後修正版】 

資料２：第３次子どもの権利に関する推進計画具体的取組み（案） 

【第５期第５回委員会検討後修正版】 

   資料３：第３次子どもの権利に関する推進計画（案）についての各部署からの意見 

 

○ 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）第５期第５回委員会検討後の推進計画（案）の確認 

（２）各部署からの意見について 

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）第５期第５回委員会検討後の推進計画（案）の確認 

事務局 （説明…資料１・２） 

―質問・意見なし― 

 

（２）各部署からの意見について 

事務局 （説明…資料３） 

会長 推進施策１の文言についての修正のご意見をいただいた。「子どもの権利学習の充実」

とすると、原案の推進施策２・３の内容も含むことになる。あえて、分けて「研究・開

発」としているため、原案どおりとすることを理解していただいた方がいいと思うが、

よろしいか。 

―承認― 

会長 関連して、推進施策１のその他の意見が何を指しているのか、よく分からないが、子

どもの権利学習の研究・開発をどこが進めていくかということについては、教育研究所

とくらし人権課が連携して進めていくということを教育研究所に説明していただきた

い。学習方法なのか指導方法なのかという点については、具体的取組み①で「学習の資

料及び指導方法」と全体を表現している。原案のままとして、教育研究所に説明して理

解していただくということでよろしいか。 

―承認― 

会長 もともとのプログラムは教育研究所が主となって作られているため、改訂も教育研究

所主導でやっていただけるといいと思っている。ただし、丸投げではなく、連携してや

っていくことを提案している。 

会長 推進施策１具体的取組み②では、子どもだけでなく保護者や職員、市民の理解を促す

ための教育プログラムを研究・開発していただきたい。これについても、原案どおりと

して進めさせていただきたいが、よろしいか。 

委員 子どもの権利学習は、学習した子どもから保護者へ伝わることを想定しているのかも

しれないが、基本的には、学習の対象は子どもではないか。 

会長 子どもが学ぶ権利ではなく、子どもの権利についての学習であって、子どももおとな

も学習しなければならない。対象は両方であり、社会教育でも職員研修でも進める必要

がある。 

委員 それが、子どもの権利に関する「授業」が「学習」に変わった理由か。 

会長 そのとおり。 

委員 子どもだけではなく、障がいや多様な性のあり方などについて、子どもの周りのおと

なの理解も足りない。子どもに伝えるおとなも知らなければならないという意味でも、

子どもだけでなく、子どもに関わるおとなへの理解も促していかなければならない。担

当課からの意見を見ると、その意味が伝わっていない。原案のままではその点が理解し

てもらえないなら、「子どもとその周りのおとな」など、対象を入れた方がこちらの意

図が伝わるのではないか。 

会長 子どもの周りのおとなだけでなく、子どもが周りにいないおとなにも必要であり、対

象は市民全員である。 
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委員 原案では、誰の理解を促すのかが分かる言葉がない。学校現場では、子どもへの理解

を促すと理解されても仕方がない気もする。 

会長 子ども、保護者、教職員などと対象を並べて入れるか、「子どもとおとなの理解を促

す」とするか。 

委員 「あらゆる市民への理解」では、広すぎるか。 

会長 「市民の理解」とすると、子どもが置いていかれるような気がする。 

事務局 「子どもだけでなくおとなの理解」ではどうか。 

会長 シンプルな表現がいい。「子どもとおとなの理解」ではどうか。子どもにもおとなに

も必要であり、どちらかを強調する表現ではよくない。 

事務局 第３次推進計画の新規追加部分であり、明確に伝わらなければ意味がないが、「あ

らゆる市民」としてしまうと、全部に「あらゆる市民」と入れることになってしまう。

この資料では趣旨が伝えきれていないため、計画全体の説明のなかで子どもだけでな

いということを伝えていくか、「子どもにもおとなにも」など丁寧に表現するか、ど

ちらかではないか。 

会長 この委員会で議論が必要だということは、市民に分かってもらうには、言葉を足した

方がいいかもしれない。 

事務局 「子どもにもおとなにも」という表現を入れるということでよろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策１の枠の見出しに、「子どもの権利学習方法の開発」とあるが、「方法」を抜

いてはどうか。「子どもの権利学習の開発」とするか、「子どもの権利学習の研究・開発」

とするか、どちらがいいか。 

事務局 「方法」を抜き、「子どもの権利学習の開発」でどうか。 

会長 では、「子どもの権利学習の開発」とする。推進施策１については、よろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策２の具体的取組み②については、修正案のとおり、「認定こども園」を追加

した方が分かりやすい。追加するということでよろしいか。 

―承認― 

会長 その他意見に、「小規模保育所は対象児が０～２才で小さいため、追加しなくて良い」

とあるが、委員から「０～２才も権利の主体である」というご意見をいただいている。

それはそのとおりであるが、一般的には、小規模保育所も保育所に含めて理解していい

と考えるため、これについては原案どおりでいかがか。 

―承認― 

会長 推進施策２の具体的取組み④の修正案については、文言を整えただけである。原案で

は前半と後半のつながりが分かりにくいため、修正案の方が分かりやすい。 

事務局 推進施策２の他の具体的取組みと、文章の前後の順番が変わってしまう。 

会長 「小中学校で」を前にした方がいいということか。 

事務局 他の具体的取組みはすべて、場所が先にある。揃えるなら、「小中学校で」が先で

はないかと思うが、そうすることで分かりにくくなってしまうのであれば、修正案の

とおりで問題はない。 

会長 原案を生かすとするなら、「小中学校において発達段階に応じて、障がいや多様な性

のあり方への理解を促します。」で、よろしいか。 

―承認― 
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委員 「障害」となっているが、「害」を平仮名にしないか。 

会長 平仮名にする。推進施策２については、よろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策３の具体的取組み①は、先ほどと同じで、「認定子ども園」の追加である。

修正案のとおり、追加してよろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策４の具体的取組み②は、「認定こども園」の追加であり、具体的取組み④は、

文言の修正である。推進施策４は、これでよろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策５は関係部署からの修正案ではないが、この３つの具体的取組みを並べると

いうことでよろしいか。 

―承認― 

事務局 推進施策６の具体的取組み⑨の担当課からの意見に対し、委員から「特に子どもを

取り巻く環境で、受動喫煙の防止対策を進めます。」としてはどうか、とのご意見を

いただいている。 

会長 「特に」は、必要か。 

事務局 なくても問題ないと考えている。 

会長 「子どもを取り巻く環境で、受動喫煙の防止対策を進めます。」ということか。 

事務局 もっと簡単に、「子どもの受動喫煙の防止対策を進めます。」としてはどうか。 

会長 「無煙化」では、分煙も含むかどうかという点など、分かりにくい。受動喫煙の防止

ということがはっきりした方がいいと思うが、「子どもの受動喫煙の防止対策を進めま

す。」で、よろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策７の具体的取組み③は、担当課からの意見があっての修正か。 

事務局 担当課からではなく、委員からのご意見があって修正した。 

会長 推進施策７は、この案のとおりでよろしいか。 

委員 具体的取組み③に「改善に参画するために」とあるが、参画の機会をつくることだと

思う。併せて、子どもの力をつける・見識を広げるためであり、「改善に参画できるよ

う」としてはどうか。 

会長 「多治見市の環境改善に参画できるよう、環境学習を進めます。」と修正するご意見

をいただいたが、事務局としてはどうか。 

事務局 参加の促進の推進施策であり、問題ない。 

会長 それでは、委員の修正案のとおりでよろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策８についての修正案はないが、よろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策９の具体的取組み①では、子ども情報センターの位置付けを明確化している

が、よろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策 10についても修正案はないが、よろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策 11についても、修正なしでよろしいか。 
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―承認― 

会長 推進施策 12から推進施策 14までは、これでよろしいか。 

―承認― 

会長 担当課からのご意見のとおりである。「相互の」と加えた方が分かりやすい。修正案

のとおり、修正してよろしいか。 

―承認― 

会長 推進施策 16の具体的取組み①の修正については、これでよろしいか。 

―承認― 

事務局 平成 28 年度の予算で、子ども支援課が調査を実施する予定だったが、夏ごろに岐

阜県が調査を実施すると表明したため、市独自で実施するより、県内統一の調査に加

わって、他市との比較ができるようにしてはどうかという意見が出てきた。検討した

結果、来年度の県の調査に乗って実施する方針を固めた。 

会長 文言としては、「調査を実施します」ということである。県が実施する調査が使いも

のになるかという問題はある。愛知県は、今年の 12 月に実施する予定であるが、抽出

調査しかしないようである。それで市町村の状況をどの程度把握できるか、疑問である。

岐阜県がどのような調査を実施されるかを見てみないと分からないが、次の施策に必要

であれば、追加調査をお願いすることもあるかもしれない。具体的取組み①については、

これでよろしいか。 

―承認― 

会長 具体的取組み②を削り、具体的取組み③に含めるという修正については、よろしいか。 

―承認― 

会長 具体的取組み③について、必要な施策を検討するのは、どこの部署か。 

事務局 主となるのは、子ども支援課だと考えている。 

会長 担当課は子ども支援課だけではないというご意見も分からなくはないが、調査を実施

するのは子ども支援課ではなかったか。 

事務局 子ども支援課である。 

会長 教育委員会なども入っていくことになると思う。また、家庭への支援も含めて考える

のであれば、総合的・横断的な取り組みが必要になっていく。実際には、横断的な組織

がつくられるのか。 

事務局 市役所駅北庁舎３階に子どもに関係する部署の保健センター、教育委員会、子ども

支援課が集まり、実体として、ワンフロアで連携して業務に当たっている。 

会長 委員から修正案をいただいている。もう一度、事務局から委員の皆さんに伝えていた

だきたい。 

事務局 「子どもの貧困の状況に応じて必要となる関係各課の施策を調整し、総合的な子ど

もの貧困対策を検討します。」という案である。どこかの課が責任を持って実施する

というのは、どの計画でも同じであり、主になって調整するのは子ども支援課だと考

えている。当然、協力するが、原案のままでいいのではないか。まず、調査を行い、

その後で、どこに着眼点を置いて取り組むかを決め、全庁的に対応していくことにな

るのではないか。 

会長 あまり決まっていないため、具体的に書かない方がいいようである。 

事務局 今後、内容が分かってくれば、各課で実施する具体的な事業が出てくる。この段階

では、調査の担当課を入れておくことにしたい。 
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会長 担当課については庁内で調整をしていただく必要があり、この委員会で決める訳には

いかない。望月委員の思いをくみながらも、原案どおりでよろしいか。 

―承認― 

会長 ここまで、推進施策と具体的取組みについてご検討いただいた。 

その他意見の、「福祉教育読本改訂事業」については、事業の内容による。子どもの理

解を促す内容も含まれていると思われるし、社会参加につながるような素材として位置

付けるなら、推進施策の２と７の両方に入れても悪くはない。 

全体を通じて意見はあるか。 

―意見なし― 

会長 少し文言を変えたところもあるため精査し、委員の皆さんにメールで送っていただき

たい。 

条例では、市が推進計画を作ることになっている。この委員会では意見を出し、その

意見で庁内の調整をしていただき、成案を作っていただくという段取りになる。今後の

取り組みについて、事務局から何かあるか。 

事務局 今日いただいたご意見で、委員会の最終案とさせていただきます。その案で市役所

内の合意を得た上で、今月末からパブリックコメントを１ヵ月実施する予定である。

パブリックコメントで広く皆さんからご意見をいただき、修正案等があれば、それに

ついて委員会でご検討いただき、２月には第３次推進計画として決定したい。 

会長 パブリックコメント後、この委員会での扱いはどうなるか。 

事務局 パブリックコメントで意見や修正案が出た場合、２月の委員会で、その意見・修正

案に対する事務局の考えも伝えながら、委員の皆さんのご意見をいただきたい。 

会長 ２月の委員会で最終決定するということか。 

事務局 そのとおり。 

会長 今、事務局から説明のあった進め方でよろしいか。 

―承認― 

 

 

２．その他 

①次回委員会の日程について 

平成 29年２月 13日（月）、16日（木）、17日（金） 

※欠席委員と調整し、日程を決定する 

－（承認）－ 

 

 

（閉会） 


