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第５期第７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 29 年２月 16 日（木） 13:30～15:40 

Ⅱ．場所：多治見市役所（本庁舎）１階第３会議室 

Ⅲ．出席者（敬称略）  

＜出席委員＞ 大村惠、木股孝一、小木曽敏樹、松原裕見子、眞武美奈子、杉本侑織香、 

佐藤薫、望月彰 

＜欠席委員＞ 小倉達也 

＜事務局＞ 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：パブリック・コメントのご意見と市の考え方（案） 

資料２：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 

（追加） 

   資料３：第３次推進計画の策定にあたって（案） 

  資料４：第５期委員会平成 29 年度スケジュール（案） 

 

○ 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）パブリック・コメント手続きで寄せられたご意見について 

（２）各部署からの意見について（追加） 

（３）計画冊子原稿の校正について 

２．第５期子どもの権利委員会（平成 29年度）スケジュールについて 

３．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）パブリック・コメント手続きで寄せられたご意見について 

事務局 （説明…資料１） 

会長 ご意見１に対する市の考え方について、子どもたちにどこでどうやって伝えているか

ということが書かれていると分かりやすいのではないか。具体的には、権利学習のこと

か。 

事務局 市役所職員が出向いて行う、おとどけセミナーなどで伝えているため、権利学習で

ある。 

会長 おとどけセミナーだけでは、すべての子どもに伝えていることにはならない。 

事務局 子ども用の条例リーフレットに「子どもは安心して助けてと言うことができます。」

と書いて、啓発している。 

会長 子どもの権利相談室の紹介もあるのではないか。 

事務局 相談室の紹介もしている。 

会長 「パンフレットや権利学習、おとどけセミナーなどで伝えている。」とした方が納得

していただけるのではないか。 

委員 ＳОＳの出し方の分からない子どもへの対応については、今後、研究していかなけれ

ばならない。推進施策 12 で、子どもの声にどう耳を傾けるか、どうすればキャッチで

きるかということも加えた方がいい。 

会長 ご意見を推進施策 12 にも生かしていきたいということか。 

委員 そのとおり。 

委員 このご意見は、自分が困難な状況にいることに気付いていない子どもに、「あなたは、

もっと大事にされていいんだよ」ということを教えてやってほしいという意味だと思う。

市の考え方には、そうした意味が弱いのではないか。 

委員 同感である。嫌だと思っていることを言ってもいいというのは、自覚している子ども

に対してのことである。自覚のない子どもに対して気付きを促すことも市の考え方に入

れた方が回答としていいのではないか。 

会長 そこを含めて推進施策 12 で研究していくということでよろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見２について、ご意見はあるか。 

委員 民間事業者とは何のことか。ご意見 12 にも民間事業者が出てくるが、こちらは商店

等のことを言っていると思われるが、市が言う民間事業者は子育て支援事業を行ってい

る事業者のことか。 

事務局 地域との連携を考え、民間の方との連携が必要だという意味である。 

委員 市民がこの回答を読んだ時に、誰と連携するかが分かるように、具体的に書いた方が

いいのではないか。 

会長 このご意見は推進施策２についてではないか。だとすると、推進施策２に地域の事業

者が関わってくることがないわけではないが、この方がイメージしているものに沿うか。

理解の食い違いがあるのではないか。 

事務局 子どもの権利侵害の早期発見に関して言えば、民間の保育所のような所や子どもに

関わる活動をされているＮＰＯなどとの関わりが考えられる。 
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委員 放課後デイサービスは障がい児の放課後デイサービスのことで、民間の子育てサポー

ト事業はファミリーサポートセンターのことを言っているのではないか。 

事務局 そうだと考えている。 

委員 市の考え方では、具体例を挙げた方がいいのではないか。 

会長 推進施策２の具体的取組み②に、どのような具体例が考えられるのか。 

委員 このご意見は、推進施策４に関係してくるのかとも思った。 

事務局 推進施策２に対してということだけではなく、計画全体に対してのご意見の可能性

もある。 

委員 推進施策２は権利救済の内容のため、推進施策４に関して回答した方がいいのではな

いか。 

会長 連携機関というのは、推進施策２の具体的取組み②の「学校、地域、関係機関」を指

しているのか。②を指しているのであれば、「地域」に民間事業団体等が含まれている

と説明すればいい。他に、連携機関について書かれているところがあるか。 

事務局 推進施策２と推進施策４に書かれている。 

委員 推進施策４の関連として考えた方が自然である。 

会長 推進施策２と４に、民間事業団体も含めて考えていると答えてはどうか。 

委員 推進施策２に関連付けて回答するのか。 

事務局 その他、全体に対するご意見とする。 

委員 団体を加え、「さまざまな機関、団体、人」としていただきたい。 

会長 ご意見２については、これでよろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見３についてはよろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見４について、民生児童委員や幼稚園・保育所、児童館・児童センターなどを想

定していると回答してはどうか。 

―承認― 

会長 ご意見５について、インターネットについては第３次計画に書かれていないか。 

事務局 書かれていない。いじめ防止基本方針に書かれている。 

委員 具体的な対応は、いじめ防止基本方針で定めていると回答してはどうか。 

会長 方針に書かれていることに触れていただくということでよろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見６については、これでよろしいか。 

委員 資料２の推進施策６の修正案と合わせ、「施策を推進します」としてはどうか。 

事務局 この後、資料２について協議していただき、その結果と合わせる。 

会長 ご意見７について、ご意見はあるか。 

委員 ここだけ、回答のニュアンスが違う。 

事務局 施設が指定管理であることを考え、このような表現とした。 

会長 「取り組んでいきたいと考えています。」とした方がいいと考えるが、よろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見８について、この副読本は教育研究所が作っているものか、福祉課が作ってい

るものか。 

事務局 教育研究所が作ったものである。福祉課が作成した副読本は、別の推進施策に対す
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る具体的取組みに変えた。 

会長 教育研究所が作っている副読本に、ＳＮＳに関する記載はあるか。推進施策８は社会

参加へ向けた取り組みであり、むしろ、ネット環境を使って社会参加していこうとする

動きになるのではないか。 

事務局 推進施策８は、意見表明・参加の機会を促進するため、副読本で子どもたちに情報

を伝えようとするものであり、多治見の状況をまとめた副読本のことである。 

会長 小学校で使われる社会科の地域教材か。 

委員 小学校の３、４年生で使われているのではないか。 

会長 小学校で使われるのであれば、歴史や産業について書かれてあって、ＳＮＳには触れ

てないと思われる。 

事務局 これは、社会参加に向けた多治見市の情報を提供する副読本を指しているという説

明を加えるということでよろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見９については、よろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見 10 について、ご意見はあるか。 

事務局 ご意見５と同じとしてよろしいか。 

会長 いじめであれば、ご意見５と同じであるが、それだけではないような気がする。 

委員 ＳＮＳを使った子どもの人権問題としては、いじめだけでなく、援助交際等もある。 

会長 加害者にも被害者にもなる。多治見市には情報リテラシーのようなプログラムはある

か。愛知県では、スマートフォンとどう付き合っていくかということを生徒会レベルで

議論している。 

委員 小学校５、６年生で親子の講習会が行われている。警察の方も来て、ＳＮＳの使い方

などについて話を聞く。中学１年生でもう一度、１時間程度の講習を受ける。 

委員 中学校では、毎年どこでも実施している。警察、文部科学省、厚生労働省から、毎年

パンフレットが届く。 

会長 情報はどんどん新しくなり、改訂が必要になる。 

委員 学校現場で問題にしているのは、使う子どもより、与えている親である。中学生の親

に啓発をしても遅い。小学生や幼稚園・保育園児の保護者に、子どもにネット環境を与

えることの危険性を周知していくことの方が、子どもを守ることになる。小さい子ども

でも、ゲーム機のネット環境を使って、ＳＮＳを利用している。親がインターネットの

危険性を十分理解しないまま、子どもに利用させていることが危ない。 

委員 推進施策 12 にも関係する。子どもに対する指導方法や資料を工夫し、保護者に対し

ても啓発する。 

会長 ネット環境とどう付き合っていくかが確立されていないのに、どんどん新しくなって

いる。また、乳幼児のベビーシッター代わりにインターネットの動画が使われている。 

委員 一つは、権利侵害からの救済のための対策を研究・開発していかなければならない。

もう一つは、積極的に新しい技術を応用する力をどう育てていくかということである。

これも権利保障の一つであり、兼ね合いが難しい。新しい学習指導要領で、ＩｏＴ教育

やインターネットを使いこなす力を育成するということが強調されている。人権侵害に

ならないような、適切に使う力をどう育てるかが重要になってくる。単に規制・救済だ

けでは、一面にすぎない。 
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会長 社会参加のツールになっている。 

委員 それによって、引きこもりが増えているかもしれないが、引きこもりの人が救われて

いる面もあるかもしれない。 

事務局 ＳＮＳについても推進施策 12 に含めて、時代に合った方策を研究・開発したいと

いう回答にするということでよろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見 11 については、研究・開発の一つの課題だということである。推進施策 14・

15 でおとなへの支援をすることも回答に入れてはどうか。 

事務局 施策の方向３で推進すると大きく回答している。 

委員 乳幼児の命を守るという意味では、推進施策４の保健センターの取り組みを加えては

どうか。 

会長 推進施策４にも関係することに触れていただくということでよろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見 12、13 についてはよろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見 14 については、権利学習の大きなテーマになっていることにも触れていただ

ければいいのではないか。それでよろしいか。 

―承認― 

会長 ご意見 15 については、計画全体を通して権利主体として育っていくことで、そうし

た問題に対応できるようになっていくという見通しを持っているということを説明す

ればいいのではないか。 

委員 ブラックアルバイトについては、権利侵害を告発できる権利意識を持ち、労働関係の

知識を持つことで対応できるようになるが、マインドコントロールは、どちらかと言え

ば自己肯定感の問題であり、ブラックアルバイトとは質が違う。 

会長 こうした施策の総合的な成果として、対応できる力が身に付いていく。 

委員 自己肯定感の向上が全体の目標であり、全体に絡んでくる。 

会長 自己肯定感に触れていただくといい。 

   全体を通して、よろしいか。 

―承認― 

 

（２）各部署からの意見について（追加） 

事務局 （説明…資料２） 

委員 推進施策 11 の修正案について、ジュニアリーダー会を削除して「子ども会の活動を

支援」としてしまうと、内容がぼやけてしまう。ジュニアリーダー会を削除するのでは

なく、「子ども会、特にジュニアリーダー会」とした方がいい。リーダーとしての経験

をすることが成長につながるが、塾や習い事などの理由で、リーダーとして活躍する機

会がないのではないか。ジュニアリーダー会の活動を支援すること自体が重要である。 

会長 ジュニアリーダー会が入った経緯は。 

事務局 第２次推進計画からの継続である。 

会長 この修正は、ジュニアリーダー会の支援が難しくなってきているから、削除してほし

いということではないか。どこの地域でも、難しくなっている。愛知県の状況を見てい

ると、90 年代から子ども会の組織率は下がってはいるが、網羅的な組織形態は残してい
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た。しかし、この数年、急に下がってきている地域が目立ち、多治見市でも担当課とし

ては辛いところが出てきたのかと感じた。 

委員 子ども会は課外活動ではなく自主的な活動のはずなのに、保護者も義務的に参加して

いる状況は望ましくない。市として子ども会活動のあり方をどう考えるか、議論が必要

ではないか。尐なくとも、自主的に活動しようとしているところに積極的に支援してい

くことは大切である。 

委員 子ども会の活動が楽しくないと、ジュニアリーダーになりたい子どもが出ないため、

「子ども会の活動を支援」としたのではないか。 

会長 ジュニアリーダー会は活発な活動をしているのか。 

委員 子ども会で行事をするときに、ジュニアリーダーが呼ばれる。 

会長 ジュニアリーダーが呼ばれるとは、どういう意味か。ジュニアリーダーは中学生では

ないのか。 

委員 中学生がジュニアリーダーになる。子ども会の役員は、多数の小学生を集めた活動が

苦手で、小学生と年齢の近い中学生の方が上手にできるということもあり、ジュニアリ

ーダーに来てもらっている。 

会長 ジュニアリーダー会の独自の活動はしているか。 

委員 子ども会に入っている小学校５・６年生がジュニアリーダーになれるような研修のサ

ポートをしていると思う。 

会長 いずれにしても、サポートスタッフということか。 

委員 独自の活動は伺ったことがない。 

会長 本来は、中学生が地域の活動に参加していくための大切な団体だった。子ども会のサ

ポートだけではなく、高齢者との関係づくりなど、独自の活動もしていた。 

委員 今、ボランティアは中学校に直接依頼があるのではないか。 

委員 ボランティアの依頼はある。 

会長 ジュニアリーダーという集団が壊れてきているのか。 

委員 ジュニアリーダーの活動は、あまり聞かない。 

委員 愛知県は、学校単位でジュニアリーダー会が組織されているのか。 

会長 そうとも限らない。学校と地域の組織がずれている場合もある。ほかにも子どもたち

の自主的活動はあり、任意団体である子ども会、ジュニアリーダー会だけをここに挙げ

ていいのかという思いもあるが、市として、地域の子ども会、ジュニアリーダー会を育

てていきたいということであれば、それは大事なことである。 

委員 国連の前回の日本審査の最終所見に、子どもの自治的な活動を奨励すべきだという勧

告があったと思う。それに関連づけて、「地域の子どもの自治的活動を支援する」とい

うような表現にしてはどうか。 

会長 「子ども会やジュニアリーダー会など地域の子どもの自治的活動を支援する」とする

か。 

委員 ボーイスカウトやガールスカウト、スポーツ尐年団もあるのに、なぜ子ども会だけな

のかとなりかねない。 

事務局 委員会としての意見をまとめ、担当部署に再考していただき、皆さまに見ていただ

くということでよろしいか。 

会長 先ほどの議論をふまえた上で、会長に一任していただいてよろしいか。 

―承認― 
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会長 その他意見は、推進施策 14 のことか。 

事務局 推進施策 14の①だと思われる。これまで委員会で議論していただいてきたように、

子ども施設職員への研修がどの程度行われているかがはっきりしていないというこ

とを担当者同士でもしてきたため、このような意見が出たと思われる。 

会長 その他、ご意見はあるか。 

―意見なし― 

会長 それでは、推進施策６は「検討」を「推進」に変更する。推進施策５は②を削除する。

推進施策 11 はもう一度、検討していただく。 

 

（３）各計画冊子原稿の校正について 

事務局 （説明…資料３） 

会長 ３ページの推進施策４について、これはまだ実体がなく、これから作っていくもので

はあるが、もう尐し書き込んでもいいのではないか。切れ目のない支援体制とは、誕生

から青年期までの期間であることと、なぜ切れ目のない支援が必要かということについ

ても書いていただきたい。重要なのは貧困の問題であり、貧困の世帯の子どもへの支援

は、地域における継続支援が必要である。また、不登校や引きこもりの子どもはもちろ

んであるが、特に中学を卒業して高校に進学しない子ども、あるいは高校を中退した子

への支援が非常に困難ということもあり、その辺りが継続支援の必要な根拠になる。そ

れを書いていただきたい。 

委員 ３ページの推進施策４について、成長段階に即した切れ目のない支援体制の整備に

「子育て家庭包括支援センターを中心に」と入れると、やや具体的になる。切れ目のな

い支援体制は、年齢的な面だけでなく、支援の必要度に応じた支援の介入度も、切れ目

ない支援の要素となる。子育て支援センターや保育所で相談すれば解決することから、

要保護児童対策地域協議会で取り上げる必要のあることまで、縦割り行政の谷間なくワ

ンストップで対応できるのも切れ目のない支援である。 

事務局 地域から推進施策２の要保護児童対策地域協議会につなげていくことを明記して

おくと全体のつながりが見えてくるということか。 

委員 そのとおり。 

４ページの推進施策６について、「子どもの貧困率が 16.3％とあります。」とある。子

どもの貧困率 16.3％は国民生活基礎調査で出されたものであるが、この表現では、大綱

で初めて示されたようにとれる。 

事務局 大綱でこの数値を指標としているため、このような表現とした。 

委員 大綱では、国民生活基礎調査に基づいて、子どもの貧困率を 16.3％としている。 

会長 大綱が子どもの貧困率を計る指標として 16.3％を採用したということである。 

委員 子どもの貧困率 16.3％という実態をふまえて大綱が作られたとすれば問題ない。 

事務局 表現を見直す。 

会長 ４ページの施策６の最後にある「施策の検討」は「施策の検討・推進」に変更してよ

ろしいか。 

―承認― 

委員 ここに掲載のある推進施策と掲載のない推進施策があるのはなぜか。 

事務局 これまで提言のあった内容や委員会で特にご意見のあった内容に関連した推進施

策を掲載している。 
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会長 ここに掲載のない推進施策については、どのように説明するのか。 

事務局 パブリック・コメント手続きの資料のような説明とする。 

会長 その原稿の検討はしないのか。 

事務局 今日の委員会後に修正する原稿案と合わせ、皆さんに見ていただきたい。 

委員 計画策定の趣旨に、昨年６月の児童福祉法の改正で子どもの権利条約が理念に採用さ

れたことは、子どもの権利の保障を推進する多治見市にとっても画期的なことであると

いうこと追加すると良い。 

会長 計画策定の趣旨の最後に、「子どもにやさしいまちを目指そうとする」とある。条例

や今までの計画に「子どもにやさしいまち」という言葉がないが、「子どもにやさしい

まち」の説明する必要はないか。 

事務局 「子どもにやさしいまち」という言葉は使っていないが、理念としては入っている。

第３次計画の推進施策 16 に「子どもにやさしいまちづくりに向けた住民の取組みを

奨励します。」という具体的取組みを追加することもあり、計画策定の趣旨で触れた。 

委員 体系図の基本理念は、「子どもの権利を保障するまちづくり」である。 

事務局 全体として祖語のないようにチェックしていただき、ご意見をいただけるとありが

たい。 

会長 多治見市の条例の「子どもの権利を保障するまちづくり」は、国連が進めようとして

いる「子どもにやさしいまち」とほぼ同じだと考えられる。国際的には「子どもにやさ

しいまち」の施策が進められており、多治見市の精神も一致するという説明をしていた

だければいい。 

委員 用語解説をするか、「子どもの権利を保障するまち」、「子どもにやさしいまち」と並

列にしてもいいのではないか。 

会長 再度、皆さんに修正案を見ていただく時間はあるか。 

事務局 今月中に内容を決定したい。今日の委員会でご指摘いただいた部分を修正し、もう

一度、皆さんからご意見をいただきたい。 

 

 

２．第５期子どもの権利委員会（平成 29 年度）スケジュールについて 

事務局 （説明…資料４） 

会長 条例の見直しは、諮問か。 

事務局 諮問・答申とするか、提言とするかは相談させていただきたい。また、議論のなか

で、時代のニーズにあっているかどうか、今での対応できる内容であれば、検討の結

果、見直しの必要はないという結果もある。 

会長 委員会では、これまで条例の見直しは課題として挙がってきていない。 

事務局 検討していただき、これからも十分対応できる内容であるという意見が出てくれば、

そういう意見だったということで完結する。 

会長 調査等を行って答申しなければならないのか、意見をまとめて伝えるだけでいいのか

によって、作業が違う。 

事務局 方法については、時間をいただきたい。 

会長 第３次推進計画ができれば、計画をどのように進めていくかということを次年度最初

の委員会で議論することが大事である。 
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３．その他 

①次回委員会の日程について 

平成 29 年５月中旪 

※新年度になってから、調整させていただく 

－（承認）－ 

②子どもの権利セミナー～読み聞かせのススメ～の開催案内 

 

 

（閉会） 


