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Ⅲ．事業別検証過程と提言

注意：予算は、一事業分に分けられず、他事業と合算した金額となっているものもあり

ます。

提言 １

施策の方向―推進施策 １－１子どもの権利学習の推進

具体的取組み
２．子どもの権利に関する授業の指導資料及び指導方法を、実践しながら工

夫改善します。

H21 予算額

事務事業名 子どもの権利指導資料・指導方法についての交流・工夫改善
0 千円

具体的取組み ３．幼稚園･保育所に通う子どもが子どもの権利を学ぶ機会をつくります。

H21 予算額

事務事業名 子どもの権利学習用教材の作成（幼稚園・保育所）
0 千円

検証過程（意見）

【子どもの権利指導資料・指導方法についての交流・工夫改善】

・ それぞれの学校で子どもの権利学習は取り組まれているが、子どもの権利授業の方法に

ついて、小中学校の教員間で交流し、話し合う場がない。各校の実践状況を共有し、高

め合うことが必要である。

【子どもの権利学習用教材の作成（幼稚園・保育所）】

・ 子どもの権利幼児用学習紙芝居、「あいちゃんとぽてとやさん」創作の取組みは、幼稚園･

保育所職員の専門性を生かした、同僚間の集団的実践として、高く評価できる。

担当部署 教育研究所、子ども支援課、（人権推進室） ※（ ）は関係課を表す

提言

（１）教材等を有効に活用し、子どもたちに子どもの権利を正しく伝えていくためにも、幼

稚園・保育所職員間及び小中学校教職員間の実践交流の機会をつくること。

（２）成長発達段階に応じた子どもの権利学習教材の作成については、今後も取組みを続け

ていくこと。

参照条文 条例第 5条第 2項
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提言 ２

施策の方向―推進施策 １－２子どもに関わるおとなに対しての普及啓発などの支援

具体的取組み
２．小中学校での権利学習の授業公開を進めるとともに、学校からのたより

などにより、保護者などを対象に、子どもの権利の普及を進めます。

H21 予算額
事務事業名 子どもの権利の普及（学校）

0 千円

具体的取組み ４．たじみ子どもの権利の日事業を充実します。

H21 予算額
たじみ子どもの権利の日事業

58 千円

H21 予算額
事務事業名

たじみ子どもの権利の日事業（児童館・児童センター）
0 千円

検証過程（意見）

【学校報の活用】

・ 学校報では、子どもの権利に関し、保護者に分かりやすく良質な記事を提供してきてお

り、評価すべき事業である。学校報への掲載は、保護者に対する有効な普及方法の一つ

であり、さらに充実していくと良い。

・ より有効的に活用するためには、発信元となる部署が掲載原稿の作成に関わることも必

要ではないか。

【効果的な普及啓発方法の工夫】

・ 学校では、たじみ子どもの権利の日に合わせて校内放送をかけるなど、工夫された実践

がみられる。市全体に向けた普及啓発についても、ＦＭぴぴやおりべネットなどの地元

に密着した公的放送を活用するなど、より効果的な方法を工夫する必要がある。

【児童館・児童センターの取組み】

・ 利用者会議や運営懇談会等の開催は、施設職員を交えての利用者同士の交流、相談の場

としても機能しており、子ども含む利用者の権利を意識した取組みとして、評価できる。

担当部署 教育研究所、人権推進室、子ども支援課

提言

（１）今後も引き続き、学校報を活用し、保護者に分かりやすく子どもの権利の普及を行

うこと。

（２）公的放送機関を活用するなど、より確実・効果的な方法を考え、普及啓発に努める

こと。

（３）児童館・児童センターの利用者会議や運営懇談会の場を活かし、保護者が、子ども

の権利についてより一層理解を深められるような普及啓発を行うこと。

参照条文 条例第 5条第 1項、第 2項
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提言 ３

施策の方向―推進施策
２―３たじみ子ども会議の活性化など市政への子どもの意見表明･参

加の促進

具体的取組み
１．まちづくり、市政などへの子どもの意見表明・参加の場として、たじみ

子ども会議を活性化します。

H21 予算額
事務事業名 たじみ子ども会議

72 千円

検証過程（意見）

【全体】

・子どもの意見表明権を具現化する場であり貴重な事業だと考える。一方で、参加する子

どもの減少など課題もあり、活性化のための方法を考えたい。

【他組織との連携】

・子ども会議には独自の意義がある。中学校連合生徒会による宣言づくりの取組みとは区

別しながらも、繋がりを探求していくことも必要ではないか。

【意見が適切に受け止められる体制づくり】

・例えば、第 7 回子ども会議（平成 17年 3 月）では、学校などの校則について「自分たち

で見直しができるような場・時間をつくってほしい」という提言、要望が出されている

にもかかわらず、未だに「具体化はない」という対応状況は、子どもたちの活動意欲を

そいでいるのではないか。実現できるかどうかはともかく、子どもの意見が適切に受け

止められてこそ、子どもたちは、自分たちが大切にされていると実感できるし、自己肯

定感にもつながると思う。＜資料３-（１）参照＞

【子ども会議の意見の代表性の担保】

・子ども会議への参加者が少ないことから、そこでの意見や提言が多治見市の子どもを代

表した意見かどうか疑問の声が聞かれる。この点は、全市の子どもに対するニーズ調査

を子ども会議が中心になって企画実施することも有益だろう。平成 17年の子どもの権利

に関するアンケート調査以来 5 年が経ち、次回は平成 23 年度に新たに調査が予定されて

いる。できれば、その調査票づくりなどの準備作業に、子ども会議が参加していくこと

も検討に値する。

【子ども募集広報の仕方】

   ・参加児童は誰でも手を上げられることが最良と考えるので、その啓発・ＰＲ活動の方法、

あるいは口コミなど、有効な方法はないかと思う。また、会議の成果を目に見える形で

現すことが、参加した子どもたちの達成感につながり、子どもの参加継続につながると

思う。

担当部署 人権推進室

提言

（１）子どもの自己肯定感を高めるため、及び子ども会議を活性化するためにも、子ども

会議の意見を適切に受け止め、子どもの意見の施策への反映状況を子どもたちに伝えて

いくこと。

（２）子ども会議が多治見の子どもの代表性を担保するために、平成 23年度実施予定の「子

どもの権利に関するアンケート調査」の子どもたちの意見を会議に反映できるよう、子

ども会議と協力して調査を進めること。

（３）多治見の子ども誰もが手を挙げ、参加できるような会議とすること。また、そのた

めに有効な PR方法を考え、PRに努めること。

参照条文 条例第 11条第 1項、第 3項
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提言 ４

施策の方向―推進施策
２―３たじみ子ども会議の活性化など市政への子どもの意見表明･参

加の促進

具体的取組み ３．市の事業実施にあたり、子どもの意見聴取に努めます。

H21 予算額

事務事業名 第 2 次子どもの権利推進計画見直し
0 千円

検証過程（意見）

計画見直しのためのニーズ調査の質問項目をつくる過程は重要であり、子どもが答えや

すいような聞き方を工夫する必要がある。そのため、アンケートのフォーマット作成に子

ども会議が関わることができるとよい。このことは、子ども会議の活性化にもつながる。

担当部署 人権推進室

提言

（１）子どものニーズを適切に把握できるよう調査票を作成し、アンケート調査を行うこ

と。

（２）子ども会議活性化のためにも、アンケート調査票の作成にあたり、子ども会議など

子どもの意見を反映させること。

参照条文 条例第 19条第 2項
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提言 ５

施策の方向―推進施策 ２－４学校などにおける子どもの意見表明・参加の促進

具体的取組み １．子どもの声を授業づくりや学校行事に反映させる方策を検討します。

H21 予算額

子どもの声の授業づくりへの反映
0 千円

H21 予算額
事務事業名

子どもの声の学校行事への反映
0 千円

検証過程（意見）

【授業づくり】

・ 「分かる」授業を目指した研修や実践交流の機会は充実しており、評価できる。

・ 各学校では授業アンケートを実施するなど、さまざまな工夫が実践されている。

・ 「児童生徒による授業評価システム」づくりの取組みとして、北栄小、笠原小、笠原中、

池田小、養正小の実践の一部が、多治見市教育研究所編『研究紀要』No.29（平成 22 年

３月発行）に紹介されている。そして、小中学校長会の結論として以下の４項目が記さ

れている。

いずれも重要な指摘であると理解しつつ、「各学校が主体的に実践の交流を図り」、わか

る授業づくりへの児童・生徒参加によって、子どもたちの学び（発達権保障）にどのよう

な変化が生まれてきているのかなどについて、今後も引き続き具体的な実践報告を期待し

たい。

【その他】

・ 子どもにとって関心が高く、身近な場所である学校で意見表明権を保障した取組みを進

めることが、自己肯定感の向上につながると考える。

担当部署 教育研究所

提言

（１）子どもが学びの楽しさを感じ、自己肯定感を高めることのできるような授業づくりを

目指して、様々な子どもの声を聴き、教員・生徒間で理解し合う取組みを引き続き進める

こと。

（２）授業づくりに留まらず、学校づくりへの子どもの意見表明・参加の取組みを充実させ

ること。

参照条文 条例第 10条・第 12条第 2項

１．「指導と評価の一体化」の視点に立ち、「わかる授業づくり」を目的としながら、「児

童生徒の自己評価能力を高めること」や「児童生徒に自ら学ぶ意識をもたせること」

を目指したい。

２．「子どもの声を授業づくりに反映させる方策」は、多様に考えられる。

３．共通項目やサンプルの作成を急ぐのではなく、校種や学校の特色、研究推進等との

関わり、実施場面（「その時間毎に行うもの」「単元や学期等、節目に行うもの」）、方

法（選択肢、記述等）等々、各学校が主体的に実践の交流を図り、自校のものを充実

させていることが重要である。

４．多治見市小中学校共通の方策として実施する必要があるか否かについては、十分に

検討する必要がある。また、実施する場合には、安易に教科や教師に対する“好き・

嫌い”や依存的な要求の場にならないよう配慮したい。
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提言 ６

施策の方向―推進施策 ２―４学校などにおける子どもの意見表明･参加の促進

具体的取組み
４．適応指導教室（さわらび学級）やキキョウフレンドなどの活動を充実し、

不登校の子どもの意見表明･参加を促進します。

H21 予算額
適応指導教室（さわらび学級）（意見表明･参加支援）

0 千円

H21 予算額
キキョウフレンド事業

4504千円

H21 予算額

事務事業名

ほほえみ相談員事業
0 千円

具体的取組み
５．キキョウスタッフを充実し、障がいのある子どもの意見表明・参加を促

進します。

H21 予算額
事務事業名 キキョウスタッフ事業

37460千円

検証過程（意見）

【全体】

・ 適応指導教室（さわらび学級）、キキョウフレンド事業、ほほえみ相談員事業及びキキョウ

スタッフ（特別支援教育支援員）事業のさらなる充実が必要である。＜資料３-（２）参照

＞

【不登校対策について】

・ 「不登校ゼロ」を目指し、不登校になる原因を分析した上での不登校児への対応、また、新

たな不登校児を生み出さないための積極的取組みが実践されている。一方、そうした努力に

も関わらず、不登校の子どもの数が全国平均を上回っている。＜資料２-（３）参照＞

【キキョウフレンド】

・ 不登校生徒の家庭訪問をするキキョウフレンドは、適応指導教室事業の一翼を担う意義のあ

る取組みであるが、学校からの要望が少なく登録者の半分ほどしか稼動していない。積極的

に活用すべきと考える。

【キキョウスタッフの増員・幼保と小学校の連携】

・ キキョウスタッフは、市単独の特別支援事業として、対象児童への手厚い支援、教員の援助

者という点で大変評価できるが、現場の状況を聞くと絶対数が不足している。

・ 幼稚園・保育園は手厚い支援が受けられるが、小学校へ上がると支援が薄くなると保護者は

感じている。この幼稚園・保育園と小学校とのギャップ解消が必要である。

担当部署 学校教育課

提言

【全体】

適応指導教室（さわらび学級）、キキョウフレンド事業、ほほえみ相談員事業及びキキョウス

タッフ（特別支援教育支援員）事業について、担当（専門）職員は、積極的に相談･支援業務に

取り組まれている。財政的な問題もあるが、子どもにとってよりよい生活環境を確保充実すると

いう観点で、今後もこうした事業の有効活用、維持･継続を強く望む。

【特別支援に関する幼保と小学校の連携】

幼稚園・保育園は手厚い支援が受けられるが、小学校へ上がると支援が薄くなる。この幼稚園・

保育園と小学校とのギャップ解消のため、キキョウスタッフの増員の検討、連携に向けた改善工

夫、保護者の理解の促進（小学校の支援状況や障がいの理解）等親支援を行うこと。

連携に向けた改善策(例) 幼保と小学校の職員が行き来し、情報交流を図る

参照条文 条例第 7条・第 8条
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提言 ７

施策の方向―推進施策 ２―７乳幼児に安心して向き合えるような親など保護者の支援の充実

具体的取組み
１．母子保健推進員、ピアママなど市民団体との連携協力による親など保護

者への相談支援体制の充実を図ります。

H21 予算額

こんにちは赤ちゃん訪問事業
10254千円

H21 予算額
事務事業名

乳幼児健診未受診者への訪問事業
504 千円

検証過程（意見）

【虐待ハイリスク対応とネットワークの構築】

・ 全国の児童虐待死亡事例の検証報告（第 6次）によると死亡事例の約 6割が 0 歳児であ

る。虐待予防・早期発見には母子保健事業の取組みが大きな鍵を握っており、健診未受

診は一つのハイリスク要因として対応する必要がある。

・ 乳幼児健診未受診者への訪問事業は、保健センターが対象者に会えるよう、粘り強く取

り組まれており、評価できる。

・ 未受診の理由の一つに「不明 連絡つかず」とあり、該当者数は多くないかもしれない

が、未受診のままにしないよう、電話や文書で勧奨し、最終的には目視で確認してほし

い。また、保健センターだけで抱えこむのではなく、必要に応じて子ども支援課や東濃

子ども相談センターにつなぎ、安全確認をしていくことが必要である。

＜資料３-（３）参照＞

【本当に困っている親子を適切な支援につなげるための仕組みづくり】

・ 多治見市は、もともと多治見の住人で結婚しても住み続けているという人がいる反面、

転勤族で、他市から転居してきて身近に頼れる人がまったくいないという人も少なくな

い。特に妊娠中の転居、出産間もない頃の転居は母親に相当の負担が生じる。慣れない

土地での生活と育児に疲れている親も多く見受けられるため、本当に困っている親子を

適切な支援につなげられるよう、必要な仕組みについて考えたい。

担当部署 保健センター

提言

児童虐待予防・早期発見のため、乳児家庭への訪問事業について、関係機関と協力･連携

し、もれなく乳児の安全確認ができるよう体制を整備すること。

参照条文 条例第 7条第 4項
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提言 ８

施策の方向―推進施策
２－８子どもの意見表明・参加の意義やそのあり方などについての啓

発

具体的取組み

３．子どもの意見表明・参加の意義の理解の促進、子ども支援のあり方など

についての研修など、地域における子ども参加を支える人への支援に努

めます。

H21 予算額

事務事業名 ジュニア期のクラブ活動におけるガイドライン普及
1600千円

検証過程（意見）

・ ジュニア期のクラブ活動は、当ガイドラインからかけ離れた運営（例 クラブ時間の過

度の延長、子どもの自尊心を傷つける可能性のある言葉がけ等）がされている場合が見

られる。

・ 子どもや保護者の意見が反映されたクラブ運営がなされ、子どもみんなが楽しくスポー

ツできるようにするために、子ども、保護者、指導者の三者の話合いの場を設けるなど、

工夫が必要である。

担当部署 教育総務課

提言

（１）子どもや保護者の意見を尊重しながら、ガイドラインに沿った運用をするよう、ガ

イドラインの普及啓発を推進すること。

（２）ガイドラインに沿った運営が行われるよう、子ども、保護者、指導者の三者が話し

合う場を設けるなど工夫改善を働きかけること。

参照条文 条例第 9条
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提言 ９

施策の方向―推進施策 ３―９居場所づくりの推進と居場所への子ども参加の促進

具体的取組み
１．児童館・児童センターにおいて、中高生世代の居場所づくりを推進しま

す。

H21 予算額

事務事業名 中高生スペース事業
131309千円

具体的取組み
２．児童館・児童センターにおいて、子どもの意見を施設運営などに活かし

ていくよう努めます。

H21 予算額
事務事業名 子どもの意見の児童館・児童センター運営への反映

131309千円

具体的取組み ３．子ども情報センターの子どもの居場所としての機能を充実します。

H21 予算額
事務事業名 子ども情報センター子どもの居場所づくり事業

0 千円

検証過程（意見）

【児童館・児童センター】

・ 多くの児童館・児童センターでは、行事開催ごとに中高生ボランティアを募っており、

中高生の活動の場として評価できる。

・ 太平児童センターの中高生スペースは、中高生による利用が多く、また、その運営を「中

高生理事会」が担うなど、子どもの主体的な活動の場として評価できる。他施設におい

ても、単なるたまり場に留まらない、有益な場として中高生スペースの拡充を検討する

必要がある。

【児童館・児童センター、子ども情報センター】

・ 各児童館、児童センター、子ども情報センターが行う事業に中高生がボランティアとし

て積極的に参加してもらうようにしてはどうか。中高生の趣味を生かす場やふれあう場

としての場所提供に留まらず、小さい子の学習や遊びに関わる活動の支援に関わっても

らうことは、若者達の精神的な成長、地域への貢献、将来の設計等に非常に有意義なこ

とだと思われ、自己肯定感の向上にもつながる。乳幼児から幼保小中高に至るまで、子

どもの居場所として継続して利用できる施設となることが望ましい。

・ ハード面で中高生スペースを確保することは困難だが、中高生が役割感、有用感を感

じられるような事業（例 ボランティア活動等）を積極的に実施することで、ソフト

面では居場所としての機能を補うことができるのではないか。

＜資料３-（４）参照＞

担当部署 子ども支援課、市民文化課

提言

太平児童センターの中高生スペースの取組みを今後も継続するとともに、他施設におい

ても、中高生の自己肯定感の向上につながるよう、中高生が企画から取り組めるような自

主的な活動や、異年齢が交流できるような活動を積極的に支援すること。

参照条文 条例第 12条第 1項



Ⅲ．事業別検証過程と提言

14

提言 １０

施策の方向―推進施策
４―１１相談機関の子どもへの広報の充実と、安心して相談できる体

制や環境の整備

具体的取組み １．巡回・出張子どもの権利相談室を充実します。

H21 予算額
事務事業名 出張子どもの権利相談室

0 千円

検証過程（意見）

（１）子どもが安心して相談できる関係づくりに留意し、関わった子どもの自己肯定感を

高めることが出来たことや、相談室の周知に繋がったことは、今後に期待できる事業だ

と思う。

（２）相談に乗ってくれる人が定期的に来ている、ということを、子どもに知らせていく

ことが重要である。

＜資料３-（５）参照＞

担当部署 人権推進室

提言

子どもへの有効的なアプローチとして出張相談の取組みを活かしながら、第 2 期権利委

員会の提言（下記参考）を尊重し、引き続き相談室運営の充実を図ること。
【参考】第 2期子どもの権利委員会提言書（抜粋）

1．総論

子どもの権利擁護委員の理念に沿った制度運営の充実を図ること。

2．人的側面

  （1）子どもの権利擁護委員の勤務体制を充実すること。

（2）子どもの権利擁護委員と他機関との連携を円滑に行うため、擁護委員と市内部機関との連携調整

を人権推進室が担うこととするとともに、他機関との連携方法を明確にすること。

  （3）子どもの権利擁護委員及び子どもの権利相談員について、市内、市外を問わず、制度の理念に沿

った活動を行うのにふさわしい人材を確保すること。

  （4）発達心理関係及び精神医学分野の視点から相談ができる体制づくりを検討すること。

3．ハード的側面

  （1）「気軽に訪れることのできる場所」、「機密性を保てる場所」という両面が両立した場所を確保す

るため、子どもの権利相談室の設置場所について検討すること。

  （2）完全に独立した相談スペースと防音構造を確保するよう検討すること。

  （3）多くの子どもの意見を反映しながら、相談室づくりを行うこと。

  （4）上記については、まなびパーク内での場所の変更を当面の目標とし検討するとともに、多治見駅

北において計画されている公共施設等への移転の可能性も含めて検討すること。

4．ソフト的側面

  （1）相談手段の充実等子どもがアクセスしやすい方法を、継続して検討していくこと。

（2）アクセスのしやすさという観点からも、子どもの権利相談員が子どものいる場所に積極的に出向

く活動を促進すること。

  （3）ウィズ・チル、子ども施設の職員、人権擁護委員、民生児童委員等子どもに関わるおとなとの連

携協力体制を強化すること。

  （4）ソフト的観点からも、多くの子どもの意見を反映しながら、相談室づくりを行うこと。

5．広報

  （1）子どもの権利擁護委員や子どもの権利相談室について、広報の仕方を工夫し、わかりやすい内容

で、効果的に、繰り返し広報を続けていくこと。

  （2）子どもの権利の普及を重点的に行うこと。

  （3）子どもに対する広報については、多くの子どもの意見を反映しながら行うこと。

参照条文 条例第 17条第 1項
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提言 １１

施策の方向―推進施策
４―１１相談機関の子どもへの広報の充実と、安心して相談できる体

制や環境の整備

具体的取組み
５．スクールソーシャルワーカーと連携・協働する教育相談体制の充実を図

ります。

H21 予算額
事務事業名 スクールソーシャルワーカー（SSW）による相談活動

2400千円

具体的取組み ６．スクールカウンセラー（SC）、スクール相談員を充実するよう努めます。

H21 予算額

事務事業名 スクールカウンセラー・スクール相談員設置
4804千円

検証過程（意見）

【SSW及び SCによる相談体制の整備及び充実】

・ 支援が必要な子どもに対し、関係機関の連携の橋渡しをする SSW、専門的な相談に乗

る SCに対する学校や家庭の期待は年々大きくなっている。

・ 家庭環境による子どもの権利の保護については、学校・子ども支援課・子ども相談   

センターが連携を取り合い進めていく必要があるが、連絡調整や解決に向けての見  

通しについてじっくり考える時間がない。そうした中、学校内外を問わず、関係機関の

連携による総合的な支援体制を構築する SSW の存在は大きく、その配置が増えてきて

いるのは評価できる。

・ 要保護・準要保護児童生徒数の増加等を背景に、不登校傾向の子どもなど特別に支援を

要する子どもの数が徐々に増えてきており、その状態は千差万別で対応が年々難しくな

ってきている。そこを補佐する専門的な知識を持った SSW や SC の存在は大きく、そ

の配置が増えてきていることは評価できる。

・ 特別に支援を要する子の増加・複雑化に対し、SSWや SCの現在の配置状況が不十分で

はないかという感じを受ける。

＜資料３－（６）参照＞

担当部署 学校教育課

提言

先進的に取り組まれてきた事業であり、その活動を高く評価する。財政的な問題もある

が、今後も SSW、SC制度の維持･充実を図ること。

参照条文 条例第 8条


