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第９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１２月１２日（火）１８：００～ 
  場所：芸術文化ホール活動室 
 
配布資料  ①各部会のアンケート 
      ②子ども委員会について（三浦委員・日諸委員からそれぞれ提出） 
      ③札幌市子どもの権利条約に関するパンフレット 
      （小学校４～６年生用、中学生用） 
 
委員長：本日は次第を見ていただければおわかりになると思いますが、盛りだくさんの内

容となっております。それぞれについて事務局から説明をいただきたいと思います。まず

は、議題１の市民フォーラムについて説明をお願いします。 
 
事務局：前回から１ヶ月以上たっていますが、その間に各部会でアンケート案の検討です

とか、子どもの権利条例に関するいろいろなイベントに参加されたことが事務局に伝わっ

てきております。本日は 5 つの議題があり、委員長が言われたように盛りだくさんの内容

となっておりますが、なんとか結論をいただければと思っております。まず、市民フォー

ラムに関してですが、前回の委員会で市民向けの講演会と委員向けの勉強会をあわせて開

催するとの内容があり、その意向を踏まえて、事務局案を提示しております。内容ですが、

まず今年度中の開催を考えておりますので、開催日は 2 月中旬に設定しております。場所

は芸術文化ホールで参加人数は 100 名～150 名と考えております。講師についてはまだ打

診はしておりませんが、2 名の講師によってそれぞれ 1 時間ずつの講演をいただき、その後

に 1 時間程度の時間を取り、委員と事務局で講師の方を囲んで勉強会ができればと考えて

おります。講師の候補については、まず浅井学園の山谷敬三郎教授ですが、市でも講演を

お願いしたことがありまして、権利条例そのものではありませんが子どもについての状況

を広い視点からお話をいただけると思います。次に弁護士の内田信也先生ですが、札幌市

子どもの権利条例検討委員会委員長でありまして条例作りに直接関わった方のお話になる

と思います。最後に弁護士の秀島ゆかり先生ですが、人権問題などについて市民向けのフ

ォーラム等でもお話をされている方であります。事務局からは 3 人をピックアップしまし

た。今後講師との連絡調整、会場の確保等の総合的な調整の時間が必要ですし、2 月中旬開

催から逆算すると広報の原稿の締切が１２月末となります。時間的な制約からいいますと

本日結論をいただければと思います。 
 
委員長：これについては、委員会発足時から開催してほしい旨の要望もありましたし、委

員の勉強のためにも是非賛同いただければと思います。ただ、2 名の講師が 1 時間ずつの講

演をするということですので、2 時間の講演を続けて聞くのは厳しいと思いますがどうです

か？ 
 
事務局：ひとつのまとまった話を聞くためには、60 分くらい必要ではないかとの考えで事
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務局案を設定しました。 
 
委員長：みなさんよろしいですか？とりあえず 60 分ということでいきたいと思います。講

師についての事務局から提案がありましたが、みなさんどうでしょうか？ 
 
副委員長：先日ある講演会に参加してきたのですが、2 日間とも同じ講師だということで当

初不安でしたが、その講演はワークショップを多く取り入れるなど内容が工夫されており、

大変有意義なものとなりました。ですから、私達のやり方次第で有意義なものにできると

思います。委員のみなさんは、講師や講演会のやり方等に関して意見があると思いますの

で、それぞれの要望を出していただき、それを委員長・副委員長・事務局により調整させ

ていただくということではどうでしょうか？ 
 
委員長：市民の方が関心を寄せていただけるような内容にしなければいけないと思います。 
そのようなことも含めて、事務局に意見を寄せていただき、委員長・副委員長・事務局に

て調整させていただくということでよろしいでしょうか？2月1日号の広報にて周知をはか

るということになるので、もう少し時間に猶予がありますので、委員のみなさんの意見を

是非寄せてください。それでは、本日のタイムテーブルにこだわるわけではないのですが、

そのようなことで次の議題に進ませていただきたいと思います。議題２の市政モニターア

ンケート(案)についてですが、これについて事務局からご説明お願いします。 
 
事務局：まず、議題１の市民フォーラムについてですが、委員長、副委員長、事務局に一

任いただいたということでよろしいですね。市政モニターアンケート(案)については各委員

に事前に配布しておりますが、委員の方から内容に関して一部提案がございますので、後

でご説明いただければと思います。市政モニターは 600 名の無作為抽出対象者に郵送で実

施するものであります。事務局でたたき台を作成しました。内容については、各部会のア

ンケート案から共通で一般市民に問いかけたら良いと思われる項目をピックアップしたも

のとなっております。それでは、このたたき台に対する提案がありますので、委員の方か

ら説明をお願いします。 
 
委員：設問１３についてですが、できれば削除していただきたいと思います。理由は「子

どもが引き起こす衝撃的な事件」となっておりますが、大人も事件を引き起こすことがあ

るのに、あたかも子どもが事件を引き起こすことが問題というような表現となっていると

思います。また、この設問が条例作りにどのように生かされるのかも疑問です。もし、こ

の設問がどうしても必要であるということであれば、差し替え案を考えてきましたので検

討いただければと思います。設問１４についてですが、「今の子どもはわがままで、権利ば

かり主張しているという意見がありますが、どう思いますか。」という内容となっています。

この内容では、子どもの権利イコールわがままであるとの考えをもった人の後押しとなっ

てしまい、子どもの権利を正しく広めることができなくなってしまうと思います。また設

問５において、「子どもの意見が大切にされているということは子どもの意見のとおりに
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なるということではありません。」との但し書きがありますが、そのことともつながってい

るので、設問１４については削除してもいいと思います。あと、市政モニターアンケート

にも権利条約を説明した依頼文書をつけたほうが良いと思います。以上です。 
 
委員長：ご提案いただきありがとうございます。このことに関しては非常に重要なことだ

と思いますので、みなさんで議論しましょう。 
 
委員：設問１３・１４については地域部会のアンケートにも同様の設問があります。設問

１３については削除するよりも差し替え案で残してほしいと思います。設問１４について

は、市民がどう思っているのかを見てみたいと思いますので、削除はしないでいただきた

いと思います。 
 
委員：私も提案者のひとりです。まずは設問１３が差し替えていただけるということに安

堵しております。地域部会の設問１０の内容を引用していると思うのですが、市政モニタ

ーアンケートの設問１４では、回答部分の選択肢が変更されており（①思う②思わない③

わからない④その他）となっており、これではあまりに乱暴な選択肢だと思います。もし

設問１４を入れるのであれば、この部分を替えたほうが良いと思います。 
 
委員長：わたしも心配しているところはわかります。今の子どもの中には、わがままばか

り言っている子どももいます。そういう部分は否定しません。しかし、権利条例を作る課

程で、そういう部分に引っ張られるようではいけないと思います。それではもう一人の提

案者である委員どうでしょうか？ 
 
委員：わがままばかり言っている子どもがいるのは、周りにいる大人の責任でもあります。

また、わがままな子どもは果たして権利についてきちんと教えられたことがあるのか疑問

です。権利をきちんと理解できているれば、他人の迷惑になるようなことを平気でするよ

うなことにはならないと思います。一般的には子どもの権利イコールわがままと考える人

が多いように思います。その中で、設問１４のような質問をすれば、「①そう思う」と答え

る人が多くなると思います。そうなれば、子どものわがままにつながるから、子どもの権

利条例は必要ないということにもつながり、委員会の考えと逆行してしますことになると

思います。よって設問１４は削除したほうが良いと思います。 
 
委員：私は設問１４を削除しないほうが良いと思います。回答の選択肢については集計し

やすいというメリットがあり、事務局の考え方がわからないわけではありません。地域部

会では、この設問については権利条例の核心の部分なので、地域部会の設問のような選択

肢から市民それぞれに考えてもらい答えを導き出してほしいという意図があります。です

から、地域部会の選択肢により設問を残していただきたいと思います。 
 
委員： 
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委員：私も地域部会です。地域部会が唯一子どものと関わりのない人を含んでいると思い

ます。そういう人たちがどういうことを思っているのかということを考えて作ったアンケ

ートでした。委員会としては権利条例を作成する上で同じような意見を期待してしまいま

すが、実態調査という意味では、そうではない人の意見を聞かないといけないと思います。

ですから、設問としては必要であると思います。 
 
委員：市民の実態を聞くということを考えれば有意義な質問ではないかと思います。学校

でもそれぞれの親で異なった意見が出てきます。そういった様々な意見に耳を傾ける必要

があります。権利条例を作るときにも、様々な意見を聞いて役立てていけば良いと思いま

す。それは、全ての意見に流されるということではなく、委員会は委員会としての理念を

持ちながら条例作りを進めていけばいいと思います。 
 
委員：私も色々な意見を聞いたほうがいいと思います。この設問がどうかということにつ

いては考え中です。 
 
委員：設問１４についてですが、例えば「①そう思う」を選択した人は次の設問で、なぜ

そう思うかというようなことを記述するスペースを設けるのはどうでしょうか？ 
 
委員：私もそのほうが良いと思います。このアンケート案には記述部分が少ないと思いま

す。もっと自由に記述できる部分があったほうがいいと思います。 
 
委員：みなさんが言われているとおりだと思うのですが、自分がこのアンケートに回答す

る立場になった場合には、わかりやすいことが条件の一つであるということを考えると難

しい内容にはしたくないと思います。 
 
委員：個人的な意見ですが、私も自由に記述できる部分がもう少しあったほうがいいと思

います。また設問５についてですが、この部分だけ説明が記載されており、丁寧すぎると

思いました。みなさんには、説明を多くして質問をわかりやすくしたほうがいいのか、自

由に記述してもらうほうがいいのかを聞きたいです。 
 
委員長：それでは整理しますが、まず設問１３については差し替えという意見が多数だと

思いますが、それについてはどうでしょうか？わたしも個人的には差し替え案が良いと思

います。反対意見がないので、設問１３については差し替え案といたします。 
 
事務局：設問１４については事務局としても反省をしております。現在は地域部会の設問

１０をそのまま入れたほうが良いと感じております。あと、自由記述部分を増やしたほう

が良いとの意見がありましたが、集計上で困難となるため、事務局案としてはこのような

案になっております。 
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委員長：設問１４については提案者の 3 名は削除を希望されており、また削除しないほう

が良いという意見も多数ありました。 
 
副委員長：設問１４については回答の選択肢を変更するなどではだめでしょうか？なるべ

く多数決は避けて通りたいと思います。 
 
委員：市民の意見を広く聞くという意味では設問１４があったほうが良いと思います。回

答の選択肢については、先程から言われているように、地域部会の設問１０の内容のほう

が良いのではないかと思います。また、自由記述に関してですが、集計が膨大になるため 
できれば、選択式のほうが良いと思います。 
 
委員長：設問１４についてですが、地域部会の設問１０の内容に差し替えるということで

よろしいですか？それではそのように決定します。 
 
副委員長：設問５についてですが、このままでよろしいですか？ 
 
委員：設問１１の「虐待」についても説明を入れたほうがいいと思います。最近は周知さ

れてきているものの、市政モニターの対象者の中には詳しくわからない人もいるのではな

いかと思います。また設問９についてですが、カッコの中と外を入れ替えて「地区の民生

委員・児童委員（主任児童委員）」としたほうがいいと思います。 
 
事務局：設問１１については幼児親部会のアンケートで児童虐待についての説明がありま

すので、その部分を引用したいと思います。設問９については直しておきます。 
 
副委員長：それでは、次の議題に進みたいと思います。議題３のアンケート調査依頼文(案)
についてですが、何か意見がありますか？ 
 
事務局：少し補足をいたします。この依頼文は各部会のアンケートに共通で使用しようと

考えております。 
 
委員：この文書の中に提出期限が記載されていませんが、よろしいのでしょうか？ 
 
事務局：各部会によって、調査対象が異なり、提出期限等も異なると思いましたので、入

れていないのですが、入れたほうがよろしいでしょうか？わかりました。共通で使えるよ

うに提出期限を記入する欄を加えておきます。 
 
委員：文書の差し出し人ですが、北広島市長名ではないのでしょうか？ 
 



 - 6 - 

事務局：このアンケートは子どもの権利条例検討委員会としてのアンケートとなりますの

で、委員長名となります。話しは変りますが、現在市議会が開催されております。その中

で権利条例に関する質問も出ております。内容はアンケートの回収方法において個人のプ

ライバシーがきちんと保護されるのかどうかということでした。前回の委員会では、郵便

料がないため、手渡しでの回収ということを申し上げておりましたが、小・中・高校生に

つきましては、アンケートの依頼については手渡しで行い、回収については郵送のほうが

良いのではないのかと検討しております。また現在は予算がないのですが、内部で協議し

ているところであります。 
 
委員：アンケートはどのように集計するのですか？ 
 
事務局：アンケートの集計は膨大なものになると思います。基本的には各部会の集計は各

部会の事務局がそれぞれ集計するということで考えております。市政モニターアンケート

については内部で調整中ですが、膨大な量となりますので、もしかしたら一部委員さんの

力を借りることもあるかと思いますので、その時にはよろしくお願いします。 
 
副委員長：その他文面についてはどうでしょうか？それではこれでよろしいですね。 
 
委員長：次の議題に進みますが、事務局から説明をお願いします。 
 
事務局：議題４ですが、各部会のアンケートの最終調整ということになります。まずは調

査対象と人数については、まだ決まっていない部会もあるので、決定していただきたいと

思います。また、別添で各部会からのアンケート案をお配りしております。アンケートの

内容については、各部会ごとに内容はご検討いただいていますので、事務局からのご提案

になりますが、もし本日アンケートについて、大きな議論がなければ、各部会と部会事務

局とで最終形にしていただいて、そろそろ実際の調査に移っていただきたいというのが事

務局の考えです。これから学校等が冬休みに入ってしまいますが、なんとか、2 月中にそれ

ぞれの部会でアンケート調査をしていただければと思います。 
 
委員長：2 月中にまとめるということでしょうか？ 
 
事務局：今後できるだけ早い時期にアンケートを配布し、2 月中に回収までを終了して、そ

の後に集計というイメージでいます。 
 
委員長：それでは事務局から今後にスケジュールについての説明がありました。アンケー

トについては、各部会で検討いただいたものが資料として配布されていると思います。ま

ず、各自がアンケートに目を通し、内容を確認するために少し時間をとりたいと思います。 
 
委員長：いかがでしょうか。最終調整ということになりますが、特に全体で議論しなけれ
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ばならないということでもないと思いますので、部会ごとに最終調整していただき、それ

ぞれ動きだしていただくということでよろしいでしょうか。地域部会で検討した「共通す

るアンケート項目」については、各部会ごとに話し合っていただき、入れるか入れないか

については、それぞれで判断するということでどうでしょうか？いずれにしても、年内に

は各部会において検討していただく必要があると思います。 
 
事務局：基本的には、各部会と各担当事務局にて調整をいただきたいと思います。また、

委員長からも説明がありましたが、地域部会から小中高校生部会のアンケートに関する意

見がありますが、この点につきましては、小中高校生部会に判断いただき、参考にしてい

ただければと思っています。また、地域部会で出された「共通するアンケート項目」につ

いてですが、これに関しては市政モニター制度のアンケート案に反映したような形になっ

ています。 
 
委員長：事務局の提案でよろしいということであれば、「共通するアンケート項目」につい

ては市政モニター制度のアンケート案に反映されているということですので、この項目を

加えるかどうかについては、各部会ごとに判断いただくということになると思います。そ

れでは、各部会と各担当事務局によって、それぞれ近々に最終調整をいただきますよう、

よろしくお願いします。 
 
副委員長：このあと部会長会議を開催しますでしょうか？また、アンケート用紙の印刷は

どのようになるのでしょうか？ 
 
事務局：各部会ごとの動きになりますので、各アンケート対象への連絡、用紙の印刷等に

つきましては、各部会と各担当事務局とで行っていただくということになります。部会長

会議については特に考えていないのですが、2 月の上旬に次回の検討委員会を開催したいと

考えておりますので、その中で各部会の進捗状況等を確認できると思っております。 
 
委員：今後の全体の流れについて、いまいち分からないのですが、教えていただけないで

しょうか？ 
 
副委員長：1 月・2 月で各部会ごとにアンケート調査をして、その後 3 月・4 月でアンケー

ト集計をするということでしたが、これに加えてどういったことをお聞きしたいのです

か？ 
 
委員：全体のスケジュールについてです。例えば、当初学習会は 2 回開催するということ

になっていたのですが、そのことについての説明もまだありませんし、子どもの権利条例

を作っている課程で現在がどのような時期なのかとういうようなことも実感が持てません。

そういったことについて説明をお願いします。 
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事務局：事務局も試行錯誤でやっているところであり申し訳ありません。まず当初のスケ

ジュールからは、ゆっくり議論を積み重ねている分だけ遅れております。この点について、

市長のほうからもゆっくり議論をするようにとの話しがありましたし、事務局としても、

議論を省略してまで先を急ぐ必要はないと考えています。当初のスケジュールから大幅に

変更となっておりますので、現時点で考えているスケジュールについてお知らせします。

これについても議論を積み重なることによって、この通りにならないかもしれませんが、

まずゴール時点を平成 19 年度 12 月に設定しております。平成 19 年度 12 月の議会におい

て条例案を提出するということで逆算しますと、1 月・2 月で各部会ごとにアンケート調査

をして、その後 3 月・4 月でアンケート集計をします。その間の 2 月中旬に講演会を開催し

たいと思います。回数につきましては、当初は 2 回ということでしたが、時間の制約上か

ら 1 回の開催にしたいと考えております。年度が明けまして、4 月・5 月で条例案のたたき

台の作成を行います。作成の方法のひとつとして、起草委員会のようなものをつくり、委

員の中から代表者を選出して、たたき台を作っていくというやり方があると思います。そ

の後内容について検討をし、9 月末までに条例素案を作成し、10 月にパブリックコメント

という形で市民のみなさんの意見を聞きます。11 月に条例案の作成完了、12 月の議会に答

申を提出という流れで考えています。今説明していて非常に時間的にも無理があると思い

ますが、ゴールを平成 19年 12月に設定した場合にはこのようなスケジュールになります。 
 
事務局：今後のスケジュールについて、今説明をしましたが、再度事務局で今後について

検討をする時間をいただいて、次回の検討委員会のときに書面で委員のみなさんにお渡し

します 
 
委員長：事務局からの話しがありましたが、委員会全体でゴールまでのイメージを持ちな

がら、なんとかやっていければと思います。それでは今後は各部会の部会長さんが中心と

なり、担当事務局と共にアンケート作業に取り組んでいってください。次に最後の議題５

の子ども委員会についてですが、これについて委員から提案が出されていますので、提案

をされた委員の中から説明をしていただけますでしょうか。 
 
委員：アンケートのみでは子どもの生の声を聞くことができないと思います。理由につい

ては、お渡しした文書のとおりです。是非検討してください。また、先週の土曜日に札幌

市民会館で子どもの意見を聞くパネルディスカッションがあり、参加して子ども達の意見

を聞いてきました。その中で、子どもは大人の行動･考えをよく観察していて、子ども自身

がよく考えていると感心しました。また、大人はいつでも子どもの意見を聞くと言ってい

ますが、実際のところ子どもの声を聞こうとしていないし、聞いてくれる雰囲気も作って

いないとのことでした。このような場を設けて、子どもを巻込んで意見を聞くということ

は非常に大事であると思いました。 
 
委員：私も一緒に子どものパネルディスカッションに参加してきたのですが、子どもの意

見に非常に感心しました。詳しくは三浦委員の提出された資料を見ていただければわかる
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と思います。この中で一番印象に残った言葉を紹介します。「大人は子どもの頃を経験して

大人になっているのだから、そのことをよく思い出してほしい。大人が子どもの目線まで

下がり、子どもに寄り添ってくれる大人でいてほしい。寂しい子どもを理解してほしい。

子どもは大人を経験していないので大人の立場に立つのは難しいのだから。」私達は過去に

子どもでありましたが、現在の子どもとは環境や状況が異なりますので、現在の子どもが

どのようなことを考えているのかに耳を傾けていかないと、出来上がった条例は本当に子

どものためのものにはなっていないと思います。予算や時間の都合上とても困難ではある

と思いますが、子ども委員会は必要であると思います。 
 
委員長：各委員のほうから説明をいただき、子ども委員会についてのイメージがなんとな

く持てたのではないでしょうか。これをどのような形で実行していくかについては、本日

決めていくことは難しいと思いますので、次回までの宿題にしたいと思います。また、先

程も話しましたが、今後は各部会と担当事務局とでアンケート調査を進めていってくださ

い。 
 
委員：調査対象数がまだ決まっていない部会があるのですが、どうでしょうか？ 
 
事務局：市政モニターアンケート 600 通を含めて、全体で概ね 1300 通程度になるのではと

考えています。あとは各部会ごとに最終調整していただければと思います。本日の時間が

過ぎておりますので、次回の日程を決めたいと思います。会場の都合で 2 月 1 日・2 日のど

ちらかで開催していただければと思います。 
 
委員長：みなさんどうですか？それでは 2 月 1 日ということにいたします。 
 
委員：別の部会のアンケートについて意見がある場合には、個別に伝えてもよろしいので

しょうか？ 
 
委員長：是非、そういった意見があれば、それぞれに連絡をしていただければと思います。

それでは本日はこれで終了いたします。 
 
 
 


