
第７回北広島市子どもの権利条例検討委員会議事録 
  日時：平成１８年９月８日（金）１８：００～ 
  場所：芸術文化ホール活動室 
 

配付資料   幼児・親部会からのアンケート 

 
委員長：本日は、幼児・親部会の方々が、9 月 6 日に出向き調査を実施しましたので、最初

に報告していただきます。次に、前回、検討委員会において情報提供いたしました多治見

市子どもの権利条例のリーダーであります勝のり子さんの講演会に幼児・親部会が参加い

たしましたので、その報告もお願いします。そしてその後、各部会で出向き調査の質問事

項や場所について検討願います。 
 
＜幼児・親部会より出向き調査について報告＞ 
部会長：9 月 6 日に部会のメンバー4 人と他の検討委員 2 人で施設見学をしてきました。 
見学先は、「はだかんぼ保育園」・「広島幼稚園」・「すずらん保育園」・「こども発達支援セン

ター」・児童養護施設の「天使の園」です。見学先で、各施設の方針や特色を聞き、また各

委員が確認したいことを質問してきました。 
 
＜各施設の方針や特色の報告＞ 
 
①「はだかんぼ保育園」では、保護者である親達によって構成した後援会があって、後援

会の中で親が何らかの役割を果たしています。保育の中で、気をつけていることは、園児

に生活のリズムをつけることです。大切にしていることは、心のかかわりについて大人と

の信頼関係作りを大切にしているということです。 
 
②公立の「すずらん保育園」では、父母会など役員のなり手がいないので、父母会が中止

になっているそうです。園児の傾向としては、あくびをする園児や朝食抜きの園児が目立

つということです。また園児に対する虐待の事例もあり、市役所（児童家庭課）と連携し

て対応しているということです。現在、地域の子育てを応援する施設として地域子育てセ

ンターを運営していますが、今後の課題としては、他の親子との交流がなく在宅でいる親

子との関わりをどうするのかということです。 
 
③「こども発達支援センター」における相談や養育の対象は、原則、小学校に入学するま

での子どもですが、肢体不自由のある子どもについては、小学４年生までとなっています。 
発達に不安のある子どもの要因としては、軽度発達障害、高機能自閉症、アスペルガー症

候群、多動性症候群などがあり、特に、軽度発達障害については、小学校入学時の知能検

査では分かりにくいという問題があるそうです。 



④児童養護施設「天使の園」の入所理由において、その理由の半数以上が虐待によるもの

で、虐待の内訳としては、85％がネグレクトで、母子・父子家庭が特に多いということで

す。施設の中で、「あなたの権利と義務」という張り紙を目にし印象に残りましたので紹介

します。 
あなたには、こういう権利があります。でも、何でも自由に出来るのではなく、例えば、

理由もなく学校を休むことはできませんという義務についても書いてありました。 
＜出向き調査全体の感想＞ 
幼児の施設全体的に見て、親の意識に左右され易く、その生活環境は親の意見を持ってか

かわらないと作れないと感じました。どこの園でも、食育に対して、アレルギーの献立が

あったり、無農薬・地元名産にこだわるなど気を配られており、食育の大切さを感じまし

た。 
天使の園で、虐待が最近多くなったというデーターがありましたが、実際のところ、児童

虐待防止法の制定により表面化したもので、増えたように見えるだけでそれまでと変わら

ないということです。 
虐待に対しては、子どもの生存権にかかわりますので、幼児・親部会としては、アンケー

トに切り離しては考えられないと思います。現場の声を聴くことによって、具体的に子ど

もの置かれている立場が分り、アンケートの中にも取り込めるよう部会として検討してい

きたいと思います。 
 
委員長：確認したいことがありますが、軽度発達障害の軽度とは、どういう意味ですか？ 
 
委員：軽い度合いの知的な障害ということです。 
 
委員長：他の方も何かありましたら意見をどうぞ。 
 
幼児・親部会の委員：天使の園において、24 時間体制で子どものＳＯＳを受ける体制を取

っているそうです。本来であれば、行政側が対応すべきですが、二人体制で行っており、

大変だなと感じました。その電話相談で、救われる子どもがいるという現実に、凄いこと

をやっているなと受け取りました。 
 
＜児童家庭課長補足説明＞ 
天使の園での電話相談は、北海道からの委託事業で、エンゼルキッズこども家庭支援セン

ターが行っています。 
 
参加委員：軽度発達障害について、補足しておきます。軽度発達障害とは、注意欠陥多動

性障害、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、高機能自閉症、自閉症、発達遅滞があり、

その人数的な内訳は、それぞれ、1 名、4 名、1 名、7 名、21 名となっています。 



天使の園の入所理由の内訳は、離婚 1 名、虐待 40 名、稼働・就労 6 名、家出 6 名、受刑 3
名、措置変更 6 名、親の死亡 5 名、入院・傷病 8 名となっており、過半数以上が虐待とな

っています。（全体で 75 名） 
 
委員長：他に何か質問などありませんか。 
 
副委員長：天使の園における張り紙は、どのような形態なのでしょうか。はがきまたはポ

スターだったのでしょうか。内容をもう少し詳しくお願いします。 
 
幼児・親部会部会長：大きなポスターで、何カ所か貼っておりました。内容については、

時間がなかったので、先ほど報告したとおりです。 
 
委員長：それでは、次に、勝さんの講演会について報告または感想をお願いします。 
 
＜勝さんの講演会の報告＞ 
幼児・親部会部会長：8 月 24 日、勝のり子さんの子どもの権利条例学習会があり、部会で

3 名、検討委員では 9 名の参加がありました。勝先生の話の中で、権利ということで、生き

ていく上で必要なもの、人間らしく生きていくため手放せないもの、侵害している人に対

して「ＮＯ」と言える力をつけるお話がありました。 
他にも色々と、社会の一員として考えたりできるとか話がありましたが、子ども権利条例

ができてよかったことは、ものごとを考える時の基準ができたということを話していまし

た。大人の方は、人間として必要なことを教えるということが大切ですということです。

その他に、オンブズパーソン制度のことについてお話がありました。権利条例を普及させ

る方法についてどういうものがありますかとの質問には、セミナーの開催やメディアの活

用が必要であるとのことでした。 
アンケートを取るにあたって必要なことは何ですかという質問もありまして、多治見市の

場合は、色々な回収率が高くて、アンケートを取る時に全部郵送の方法で無作為方式にし

ているのですが、回収率が 73％ということでした。意見表明については、こどもに自分が

好きかということを質問しており、それを大人にも聞いて欲しいとのことでした。休息に

ついても、子どもはもっと欲しいという結果で、大人の方の答えとの間に違いが出でいた

そうです。権利の侵害、いじめ、不登校について、自由記述が大切であるということを話

しておりました。 
 
幼児・親部会の委員：条例が出来た後にも、天使の園のように、子どもを救済する、子ど

もの声を聴くところを公に設けている。権利条例をそのままにしない。あなたには、こう

いう権利があると知らせていく。出来た後にも責任をもっていくということが感動的でし

た。また、子ども委員会というものを作って、子どもたちに活動運営をまかせて、色々な



意見を述べさせていく場を設けているのも印象的でした。 
 
委員長：他に行かれた方で、何かありますか。 
 
副委員長：今、色々と言われたことは、私も同じように感動して聞いてきました。また、

もう一つ、条例を作っていく過程でも、市民の多くの方に周知しながらやっていくそして

市民の声を聴きながら作っていくということがすごく大事で、当然子どもたちの意見も十

分取り入れながらという点で、すごく印象がありました。 
私たちが今後活動していく時に、可能であれば、そういうことを取り入れながらやってい

くことが必要と思いました。 
 
委員長：今までのお話を聞いて、印象深かったことは、子どもの権利条例が出来たことに

よって、物事を考える基準ができたこと、具体的には条例はそういう機能を果しているの

かなと思いました。オンブズパーソン、子どもの救済のための仕組みも、条例のかけ声だ

けでなく中身をもったものにして機能していくのかなと感じました。 
アンケートの回収率が 73％であるということは、多治見市においては、かなりの市民参加

意識の基盤があるのではと感じました。 
また、子ども委員会において、子どもたちに活動運営をまかせて色々な意見を述べさせて

いく、子どもたちの意見も十分取り入れながらそして市民の声を聴きながら条例を作って

いくとありました。札幌市での権利条例のプロセスの過程で、子どもを中心にした子ども

権利のイベントを拝見したときの私の印象は、あれだけ子どもを中心にして自由に発言さ

せたが、現実的には自分の心の中を、社会全体に対する不満などあまり率直に意見が出た

とは感じなかったという印象がありました。 
 
副委員長：勝さんの話していた中で、子どもが代表で出てくる時には、学校から代表とす

る枠を取り外して、本当に出たい子ども、意見を持っている子どもを集めて、そこで自由

に子どもたちの意見が出てきたということです。全ての学校から平均に平等に意見を吸い

上げなければならないということではない柔軟な発想が良いのではという意見でした。 
 
検討委員：奈井江町の資料と勝さん学習会に出て感じたことですが、多治見市では、子ど

もの権利条例検討委員会を作る前に 3 年間の周知期間があり、なおかつ検討委員会で 3 年

間、通算 6 年間の長い期間があるから、アンケートの回収率が 73％という高いものになっ

たと言っていました。 
奈井江町の権利条例関係資料によりますと、子ども委員会があり、学校からの代表という

ことで、児童会・生徒会の人が出てきて、確かに子ども委員会では色々な意見がありまし

たが、自分の学校に持ち帰って、児童会・生徒会に諮ってまた意見を持ってくるという方

法であったと記憶しております。 



 
副委員長：幼児・親部会から配付しておりますアンケートについて説明をお願いいたしま

す。 
 
幼児・親部会部会長：今日の検討委員会で質問事項について検討するということでしたの

で、叩き台を作りましたが、部会で検討する時間がなくて、これから検討する参考になれ

ばということで資料として配付したものです。 
 
  
副委員長：それでは、各部会で、今後の活動内容、質問事項の検討に入っていきたいと思

います。 
 
委員長：次回開催日について報告いたします。事務局と日程調整した結果、１０月１８日

しか都合のよい日がなかったので、次回開催日は、１０月１８日（水）といたします。 
 
＜各部会において検討＞ 
 
＜小中高部会から報告＞ 
委員：本日、欠席者が多いので、細かい共通理解が図れないので、次回までの間に、皆集

まって、具体的な項目の検討、アンケートの取り方を含めまして、話し合いをしましょう

となりました。 
 
委員長：小中高部会で、比較的に対象者が限定しているので、一度集まって検討すればス

ムーズに行くと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
＜地域部会から報告＞ 
部会長：地域部会では、どういう人を対象者にして何を聴くのか明確でないと悩んでいる

ところです。今日の話し合いで、地域の環境を考えて、安全・遊び場・有害図書はどうな

のかということを、聴くのか調査するのかまだハッキリしないが、こういったことをテー

マの一つとしてという意見が出て、皆が納得したところです。 
検討の後半は、具体的に何も決定していませんが、子ども健全育成連絡協議会・民生委員

そして公民館で活動している団体から意見を聴く、大学生というカテゴリーがなかったの

で大学生から話を聴くという、対象者としてはそういう意見が出ました。 
大人の中で、現在、子どもがいない人達が全て対象者として入ってくる感じがしており、

他の部会と補完関係にあるのではという意見がありました。 
地域でのかかわり、例えば、現在、子どもがいないが子育て中の家族と交流があるとか、

子育ての中で頼られたことがあるのか聴いてみる価値があると考えています。あるいは、



回覧板として情報が流れているので、回覧板を読んでいるのか聴いてみたいと思います。 
具体的なアンケート項目については、札幌市とか多治見市の例を見ますと、子ども向けの

アンケートがベースになっており、ある項目について子どもに聴いたことを同じように大

人にも聴く、それがセットになっています。例えば、休憩時間や休みが欲しいですかと子

どもに聴いた場合、大人に対して子どもにもっと休みや休憩が必要ですかと聴くように、

同じ事を子ども向けに聴くことがセットになるということがありますので、例えば、小中

高部会や幼児・親部会などのアンケートをベースにしていただいてプラスαの形で地域部

会として特色あるアンケート項目を作成した方がいいのではという考えもでていました。

ただ、時間がなく、何も決定している訳ではなく、そういう話があったということです。 
 
委員長： 
地域部会としては、民生・児童委員、民生主任児童委員、公民館をターゲットにしていま

すが、北広島市は、地域がバラバラに５つに程に分かれておりますので、これからさてど

うしましょうかということです。 
 
＜指導者部会から報告＞ 
指導者部会として、子どもの指導者が、子どもに見て何を感じ、何を考え、何をしたいと

思っているのかを探りたいと考えていますが、なかなか言葉にするのは難しく、今回の検

討では智恵を絞り切れませんでしたが、基本的な考えを伺いますということで紹介します。 
 
①あなたは、現在の日本で子どもと権利が大切にされていると思いますか。 
②それは何故ですか。 
③子どもの権利意識過剰になることを心配するむきをありますが、あなたは指導者として

どうお考えですか。 
これは、実は、私自身にも、市民の方から質問や紹介のような形で意見反映がありまして、

遣りすぎると、言葉が悪いが、未熟な子どもは図に乗るよと、そう作ってしまうと大変に

なるよ、自ら節度、節度の中身は、社会生活との関連の中で権利を感じさせることが大事

であるというような意見がたくさんありまして、その点を指導者に聴いて見たいと思って

います。 
次に、 
④子どもの権利が著しく侵害されていると思われる具体的な例をお持ちでしたらあげてく

ださい。 
⑤権利と義務は表裏一体のものとして考えられていますが、子どもの集団活動を指導して

いる中から特にこの点について問題だと思われる実態をあげてください。 
これは、例えば、権利主張が非常に一方的に強い子どもが実際にいる訳ですが、またその

反対の子どもいる、そういう人格的なバランスが一つの集団でどのような状態になってい

るかを聞き出したいと思った訳です。 



次に、子どもの中身、子どもを取り巻く環境に対する質問ということで 
⑥子どもの休息は足りているかどうか。 
実は、休息は軽視されがちで、体を鍛えるスポーツ関係の指導者に多いのではないかと、

ひとつ、人権という権利という面から見てどうなのかを実態としてききだすことが出来た

らと思っています。 
次に、 
⑦子どもが相談できる場所が確保されているかどうか。 
いつも指導してくれる先生に「言いたいことがあるのですが」と相談すると、「今日はもう

終わりもう帰れよ」ということで、心と心が接触しあう瞬間がないと、ないままにズルズ

ルと月日が経っていくこういう状況がないかどうかということであります。 
次に、 
⑧身の回りに危険な場所がないか。 
人権とどう考えるのということになりかねないが、子どもが安全に生きていけるという一

つの権利として認めれば、当然確保されていなければならないというふうに考えるからで

す。 
次に、 
⑨指導者から見て、親子関係で気になることがあるかどうか。 
⑩指導者自身の子どもの頃と、今の子どもとのギャップを感じることはどんなことですか。 
ギャップを感じているとすれば、どのように乗り越えていますか。 
次に 
⑪子どもたちに少年団活動を通して身につけて欲しいこと。 
これは、指導者によってかなり違うと思います。プロを目指す指導者、深い精神性を目指

す指導者そんなあたりの共通点を引き出したいと考えています。 
次に 
⑫少年活動上、困難に思っていることは何ですか。 
⑬指導している子どもに手をあげたことがありますか。 
⑭グループの指導を通して、技術を優先して教えているのか、心の発達を優先して教えて

いるか、どちらでしょうか。端的にお答えください。 
これは、指導者自身が、子どもを通して、どんな夢を持っているか、どんな未来像を描い

ているかを聞き出して、何を頼りに、足がかりにして教えているのかを聞き出したい。 
 
以上、一つ一つそれは人権と関係あるのと疑問に思う質問事項もありますが、それを通し

て、子どもの権利が保障されているかを推測できると思います。出来るだけ早く、10 月 18
日までに出向き調査できるよう考えております。 
 
＜幼児親部会から報告＞ 
アンケートの対象者年齢とか、その内容をどうするのかが決まっていないので、取りあえ



ず幼児の親・職員を対象としたアンケートの叩き台を作ってきました。その中で幼児に対

する聞き取りについて、今後検討していきたいということにしました。 
 
委員長：４部会のお話を聴いて、１ヶ月中に出向き調査を遣らなければならないという誤

解があったような気がしますが、出来れば遣れたらいいなということです。具体的な準備

や調査にいけるのかいけないのか、もう少し議論を詰めないと、いけないという状態で、 
それぞれの部会で、対象・質問内容・共通質問・独自の質問などもう一つまとまり切れな

かったことは、止むを得ないと思います。市役所の事務局にプロジェクトがありますので、

今までの意見を一度整理していただき、それぞれの部会へ文章として渡して欲しいと思い

ます。 
別の話になりますが、部会毎に検討している間、中座して傍聴席の皆さんと率直にお話さ

せていただきました。その内容を特にここでは言いませんが、皆さん自分の街の子どもを

とても大事に思われており、条例の事を真剣に考えております。そのことから、これから

市民と率直に話すときっと市民は答えてくれると思います。その声をどれだけ拾えるかが、

私共の役割と思います。本日は、傍聴ありがとうございました。出来れば何らかの機会に

意見を伺えたらと思います。 
 
＜事務局＞ 
部会によって具体論の報告が無いところもありますので、部会にそれぞれ担当事務局があ

りますので、ある程度整理したものを担当事務局へ報告していただき、それをプロジェク

トで整理し、それぞれの部会へお渡しします。 
10 月 18 日までに、出向き調査など行動することを考えると、少し余裕をみなければなりま

せんので、次回までの早い段階で整理して担当事務局へ報告してください。 
部会毎に行動するためには、部員同士の電話番号が必要となると思いますので、連絡網が

必要となりますが、個人情報のこともありますので、皆様の了解を願えれば配付したいと

思いますのでお諮り願います。 
 
委員長：事務局から二つお話がありました。 
①それぞれの部会長が、今日の要点をまとめて担当事務局へ届けて、プロジェクトを開催

して取りまとめ、その後、各部会へお渡しする。 
②部会で活動するためには、連絡網が必要となりますので、皆さんがご了承いただければ

ということです。 
 
委員：部会ごとに限定してお願いします。 
 
委員長：部会毎のグループ限定でということで、承認願いますか。 
 



委員：欠席者については、事務局で確認してください。 
 
事務局：欠席者については、事務局から確認します。 
 
委員長：取りまとめは、私がいったようにお願いいたします。どうもうご苦労様でした。 


