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会  議  録

◇事務局－子ども家庭部子ども若者課   電話：03(4566)2471  

附属機関又は

会議体の名称
第１回 豊島区子どもの権利委員会

事務局（担当課） 子ども家庭部子ども若者課

開 催 日 時 令和 2年 7月 31日（金）午後 1時～午後 2時 45分

開 催 場  所 区役所本庁舎 8階 議員協議会室

議      題

１ 開 会

２ 委嘱状交付及び委員紹介

３ 会長・副会長の選任

４ 諮問

５ 区長挨拶

６ 議事

 （１）第 2期子どもの権利委員会の運営について
 （２）「豊島区子どもの権利に関する条例」に関連する区の取組に

ついて

 （３）子どもの権利擁護制度の検討について

７ 閉会

公開の

可否

会  議 ■公開 □非公開 □一部非公開   傍聴人数 1名

会 議 録 ■公開 □非公開 □一部非公開

出席者 委 員
荒牧重人、山下敏雅、佐賀豪、高田慶子、山本道子、平本浩美、波多

江美由紀、島村繭子

関係理事者
子ども家庭部長、教育部長、子育て支援課長、児童相談所設置準備担

当課長、保育課長、庶務課長、放課後対策課長、指導課長

事 務 局 子ども若者課長、子ども若者課管理・計画係長、子ども若者課職員
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【開 会】

・ 委嘱状の交付及び委員紹介

・ 会長・副会長の選任

・ 事務局より資料確認

【協議事項】

事務局      本委員会に対して、区長からの諮問です。

区長      【諮問文（資料２） 読み上げ】

事務局      ここで、区長からご挨拶をいただきます。区長、お願いします。

区長      【区長挨拶】

事務局      恐れ入りますが、区長は、公務の都合上、ここで退席させていただきます。

（区長、退席）

では、議事に入らせていただきます。この後の進行は、会長にお願いいたします。

会 長     次第に沿って、まず議事（１）の第２期子どもの権利委員会の運営について、事務

局から説明をお願いします。

事務局       【資料３ 説明】

会 長     子どもの権利委員会は、区長の附属機関ではありますが、行政と区民やNPOとを
つないでいく委員会であり、子どもの権利について独立して審議して一向に構いませ

ん。子どもや子どもに関わる関係者の声を反映した委員会にしたいと思っていますの

で、よろしくお願いいたします。

ご意見やご質問はよろしいですか。では、次の「豊島区子どもの権利に関する条例」

に関連する区の取り組みについて、事務局から資料説明をお願いします。

事務局      【資料４ 説明】

会 長     何か補足説明やご意見はありますか。

委 員     この資料を使って子どもの権利について説明する機会は１年間にどのくらいあり、

どのような方を対象に説明しているのか教えてください。
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事務局     昨年度、この資料を使用した子どもの権利出前講座は３回です。うち１回は保育園

職員を対象にした講座、２回はファミリーサポートセンターの援助会員になる方を対

象にした講座でした。

会 長     豊島区の条例が、子どもの権利を基本に置き、子どもの権利に基づいてまちづくり

をするように作られていることが非常に重要だと思います。条例の第３章の子どもの

大切な権利の分類についてはいろいろありますが、豊島区の場合は子どもたちに伝わ

るように、かつ行政の施策の中で活かすというようにしていることが重要だと思いま

す。子どもの権利の普及啓発、子ども参加、子どもの遊び居場所、子どもからの相談

は、通常の子どもの権利に関する条例には必ず出てきますが、豊島区の場合は児童虐

待の防止についていろいろな条文に盛り込んでおり、先駆的かつ特徴的であると思い

ます。今年度は、マンガ版の子どもの権利パンフレットの作成や、学校でのプログラ

ムの検討、子ども会議を推進するということですが、既存の中学生用パンフレットの

内容や活用についてはご意見いかがでしょうか。

委 員 子どもの権利パンフレットの内容については中学校内に掲示されており、それを見

て子どもたちは「これは当たり前のことだよね」と言います。しかし、「よく考とえ

るとこれができないことがあるということが君たちの仲間にいるんだよ」と子どもた

ちと話すきっかけになっています。ただ、これを読んで子どもたちがどのように思っ

ているかは把握できていません。

会 長     他にご意見ご質問はありますか。

委 員     中学生用パンフレットは、横書きと縦書きが混在していて読みにくく、また中学生

であればもう少し字を詰めても読めるのではないかと思います。中学生より一般用の

方が読みやすいと感じました。パンフレットを手に取ってもらうために、見易さも重

要な要素だと思います。

委 員     中学生用と一般用のパンフレットはありますが、小学生用のパンフレットは考えて

いるのでしょうか。

事務局     今まで小学生用パンフレットはなく、一般用を小学生保護者に配付して家族で見て

いただく方針でした。しかし、小学生にも子どもの権利を考えていただきたいという

ことで、学校のプログラムで活用できる小学４～６年生向けの学習パンフレットや、

マンガ版のパンフレットを検討しています。

委 員     子どもの権利は子どものものなので、小学生のなるべく早い段階の教育の中に取り

入れていただきたいと思います。小さな子どもでも子どもの権利についてはそれなり

に理解でき、「僕たち何か言っていいんだね」「学校の決まりに意見を言ってもいいの

かな」と言うので、「良いんだよ、じゃあどんどん変えていこう」というように、ま

ず大人が子どもの権利を大事に捉える姿勢が重要だと思います。
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二つ目に、学校教育の中でどのように子どもの権利を教えるのか、教員向けのプロ

グラムが必要です。教育委員会の指導要領との関係もありますが、パンフレットを配

るだけでなく、パンフレットを活用し、教育に取り入れていただきたいと思います。

指導課長    学校における特別活動の中に学級会活動というものがあり、小学３年生程度から学

級のルールや役割分担等について話し合っています。その中で、子どもたちが衝突す

ることもあり、自分たちの立場からどのように考えていくと良いか話し合い活動も積

み上げていき、そのような活動が中学校になると生徒会活動につながっていきます。

また、小学校１年生から中学３年生まで道徳の授業時間を１年間に 35時間確保し、
自分の考えをしっかり持ち、将来大人になっていくときの考えをしっかり立てること

を勉強しています。

教員用のプログラムとしては、平成 15年から人権教育プログラムという冊子があ
ります。子どもたちの権利を人権課題に沿って学習していくということで、道徳に限

らず、例えば国語や社会科の学習の中で人権に関することに触れながらどのように学

習していくか、人権教育プログラムの冊子を手引きのように使いながら進めています。

委 員     そのような人権教育プログラムがあるのは知っていますが、子どもの権利条約があ

り、世界的に認められているものであると直接的に教えることも大事だと思います。

庶務課長    豊島区は子どもの権利に関する条例を平成 18 年に制定しましたが、平成 30 年ま
でほとんどこの条例を学ぶ機会をつくっていませんでした。昨年度策定した子ども・

若者総合計画では子どもの権利に関する条例の観点を盛り込んでおり、また昨年度か

ら子ども権利の第一人者である先生方をお招きして、教員研修を始めています。今年

度は新型コロナウイルス感染症の影響によりなかなか計画通りには進んでおりませ

んが、教育委員会でも子どもの権利に関する教員研修をこれから進めていこうと考え

ております。

会長      委員の指摘のように、学習パンフレットやマンガ版パンフレットの作成と教職員に

対する研修や情報提供を連動させることが非常に重要です。子どもの権利条約の位置

付けについて教職員用の冊子を作っている自治体もあります。以前に比べ、豊島区が

この条約の普及に飛躍的に取り組んでいることは重々承知のうえで、普及の手段を相

互に連動させて進めていただきたいと思います。

また、この中学生用パンフレットについては、以前より遥かに良くなっていると思

いますが、まだ改善の余地があります。委員の皆さんや子ども、子どもに関わる現場

の意見を踏まえて改定を更に進めていきたいので、ご意見をいただきたいと思います。

委 員     子どもの権利条約や子どもの権利に関する条例をどうやって子どもたちに知って

もらうか、その中で学校という、子どもたちが長く学ぶ場でこの条約や条例をどうや

って先生方が伝えていくかという議論も大事ですが、一つ思ったこととして、子ども

たちは法律やルールは上から降りてきて自分たちを縛り、破ったらペナルティがある

ものだと思っていて、条例もその一種だと捉えられてしまう傾向があります。権利は
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教科と同じような形で先生から教えられるもので、大人から与えられるものと捉えら

れると寂しいと思います。そういった意味で、先ほどの「ここに書かれていることっ

てあたりまえだよね」という子どもの言葉にとても感動しました。当たり前が守られ

ていない子どもたちがいることや、当たり前なのになぜわざわざ条例を作らなければ

ならなかったのかということから学ぶことは多いと思います。子どもの権利条約や条

例は子どもが主体として様々な権利を持っており、その裏返しとして大人が子どもた

ちに対しての義務を負っていますが、その義務を負っている大人が子どもに他の教科

と同じように教えるということに違和感を覚えます。どちらかというと、先生方や大

人たちが子どもたちと一緒に学ぶというような通常の授業とは視点が違う学び方や

体感があると良いと思います。学校の先生の過労死事件も多く忙しい中、外部の弁護

士などと協力しながら、学校の先生をはじめ、大人たちが子どもたちと一緒に権利を

学ぶという雰囲気が豊島区にできると良いと思いました。

会 長     子どもたちのアンケートでは学校を通じて条約や子どもの権利を知る機会が最も

多いということがあり、学校での権利普及について議論しましたが、豊島区としては

学校以外にも様々な機会を通じてこの条例を広げていく取り組みをしている最中で

すので、普及啓発の方法についてぜひ皆様からのアドバイスをお願いいたします。

それでは、次の議題の子どもの権利擁護制度についてです。事務局から資料の説明

をお願いします。

事務局     【資料５ 説明】

会 長     子どもの権利擁護制度の現状について、子どもの権利擁護委員から補足をお願いで

きますか。

委 員     子どもの権利擁護委員の活動では、通常の弁護士活動では出会えないお子さんや事

件のお役に立てているという実感があります。札幌市など他自治体では、子どもの権

利擁護委員が直接相談対応するというよりは専門相談員が電話で受け付けて、困難対

応や大枠を子どもの権利擁護委員が担当するという枠組みのところが多いのですが、

豊島区の場合は専門相談員はおらず、当初やることも決まっていなかったので虐待等

を扱う東部子ども家庭支援センターに出入りし、職員のサポートやお子さんと保護者、

あるいは学校との関係調整をしてきました。しかし、小学生や乳幼児のケースが主で

中高生の事案が少なく、そんなはずはないので現場に行かせてくださいとお願いして

７年ほど前から中高生センタージャンプに月１回ずつ定期訪問しています。通常は２

時間子どもたちと雑談し、その中で法律の仕組み人権、裁判、子どもの権利条例、子

どもの権利擁護委員の活動などを知ってもらっています。顔が見える関係になってく

ると、子どもたちの方から虐待やいじめによる不登校、若年妊娠、お金のトラブル、

両親の離婚など深刻な相談が出てくるようになり、アドバイスや、実際に親御さんの

ところに行って話をしたり、いじめの件で学校と保護者の調整をしたりと、子どもの

立場から様々なことをしています。



6 

中高生センタージャンプによく来るお子さんは子どもの権利擁護委員の訪問を楽

しみにしていたり、子どもの権利擁護委員の使い方を知っている区の職員等はすぐに

声を出してくれるのですが、子どもの権利擁護委員につながらないお子さんがまだい

ることが問題だと感じています。ジャンプ東池袋でアンケートを取ったところ、ジャ

ンプに来ている子どもでも子どもの権利擁護委員の存在を知らない子がそれなりに

いて、これまではジャンプに来られない子が課題だと思っていましたが、来ている子

ですら子どもの権利擁護委員とつながっていないという現状を認識しました。そのよ

うなことから、相談に来られない子どもたちとのつながり方が目下の課題と思ってい

ます。条例上は、権利侵害の救済の申し立てという手続きがあり、この申し立てがあ

ると状況を調査し、場合によっては区に対して勧告を出すという正式な流れがありま

す。このような手続きの事例が他自治体ではあるようですが、豊島区の場合はこれま

で一度もありません。こうした手続きの事例がゼロであることが問題ではなく、現場

のお子さんや保護者の方からすると、困りごとを変えたいと考えたときに、相談から

始まって調整で解決するのか、正式な手続きで解決するのかにあまり関心がないのか

と思っています。ただ、権利侵害の救済の申し立てという正式な手続きの存在自体が

知られてないことはやはり問題なので、申し立ての有無ではなく制度の存在はより広

く知られなければならないと思います。

委 員     豊島区の子どもの権利擁護委員の在り方は、全国的な子どもの権利擁護委員の活動

からいうと異色の活動です。資料に掲載されている札幌、世田谷、西東市の例では、

専門相談員、調査専門員を置いて相談を受け付け、特に重い案件は子どもの権利擁護

委員と一緒に対処していくことになっています。豊島区の場合、専門相談員、調査員

がいないため、子どもの権利擁護委員だけで動いている状態です。権利侵害救済の申

し立てがあった場合、子どもの権利擁護委員は独立した第三者機関として権利侵害の

有無等判断をしなければならない。そのように機関の中立性、独立性、第三者機関性

ということを全面的にうたう機関だとすると、相談等に関しては受動的に受けること

しかできないということが全国的な子どもの権利擁護委員の先生方の考えです。札幌、

世田谷、西東京の相談等の内訳については書いていませんが、人権救済の申し立てに

ついても学校のいじめに関する申し立てしか聞いたことがありません。

豊島区の子どもの権利擁護委員の事務局が子ども家庭支援センターであり、児童虐

待や家庭問題など福祉的な分野については様々な相談事業を実施していますが、他自

治体ではそういった相談事業を実施していないということを前提として考えなけれ

ばなりません。逆に言えば、豊島区では学校のいじめに関しての相談は子ども家庭支

援センターに上がって来ない限り子どもの権利擁護委員には届かないため、ケアがで

きていません。一方、アンケート調査での「困ったり悩んだりしたときに区などの相

談機関に相談したいか？」という質問に「相談しても解決しないと思う」「相談した

くない」という答えも多いとあり、子どもの相談に関しては受動機関として待ってい

るだけでは全く相談は来ず、これは豊島区だけに限った問題ではありません。その意

味で、中高生センタージャンプに子どもの権利擁護委員が赴いて、子どもたちとの関

係を作る中で初めて相談が出てくるという取り組みは他自治体ではできていないた
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め、豊島区は唯一誇れることだと思います。ただ、子どもの権利擁護委員がそのよう

なアウトリーチをして良いのかという問題にはいろいろな意見が言われています。

東部子ども家庭支援センターで虐待案件として受理しているお子さんの中で、相談

意欲が無いが相談が出来る年齢のお子さんを見つけ、「実はこういうことで困ってい

るのではないか」とアウトリーチをしています。もともと関係性を作って来ないお子

さんのもとにアウトリーチをしているので、関係を作って相談まで至るのは 10件中
１件程度という、地道な活動をしています。

こういった活動の在り方については豊島区の強みでもありますが、子どもの権利擁

護委員の位置付け、第三者機関性、中立性、独立性の関連性から考えるとこういった

活動を続けて良いのか、会長もご意見があろうかと思います。まずは権利擁護委員の

仕組みについて整理し、会長から全国的な制度の説明をしていただいた方が良いかと

思います。

会 長     このような第三者機関を条例で定めている自治体は 30ほどありますが、基本的に
地方自治法が第三者機関を想定していないので、条例で位置付け、権限をどうするか

をきちんと書かないと法的な根拠が十分ではないということになります。そのような

前提で、アウトリーチは第三者機関を持っているほとんどの自治体で実施しようとし

ており、豊島の特徴というには少し無理があります。ただ、子どもの権利擁護委員は

子どもと関係を作って正式に相談に応じるということは非常にハードルが高いので

すが、豊島区の場合は何気ない子どもとの関係を子どもの居場所で作っていることに、

制度というより子どもの権利擁護委員の個人的な良さが表れていると思います。子ど

もたちの相談は基本的に電話や直接対面で、「この人なら大丈夫」ということで相談

があるもので、その相談を条例に基づくと自己発意、もしくは正式に救済の申し立て

をすることで解決にもっていくのですが、実際にはできていない部分があります。

また、委員の指摘のように権利侵害の解決とは何かが重要で、救済の申立てがあり、

勧告を行えば解決というわけではありません。子どもの意向を踏まえて、子どもの最

善の利益を考えて取り組むことが解決だと思いますので、勧告や制度改善の提言をす

れば解決ということにはなりません。ただ、資料のとおり救済の申立て等の手続きが

十分ではないので、子どもの権利擁護委員個人の個人的な要素で子どもたちに最もふ

さわしい解決の方向にもっていっているのが現状です。

資料に記載されている札幌市は政令市であり人口は 200 万人を超えており、また
救済委員、調査委員、相談委員がいますが調査委員の中には弁護士もおり、その意味

ではあまり参考になりません。世田谷区は人口が 90万を超え、子どもの権利擁護委
員自体がアウトリーチしないとしても相談員がアウトリーチを実施しています。東京

の場合、世田谷区と西東京市は参考になると思います。目黒区も第三者機関を作って

いますが、実際には相談対応のみで、条例に基づく救済活動というのは十分にされて

いません。国立市は条例をもとに総合オンブズマンを設置して、そのうち一人の弁護

士が子どもの相談救済に当たっています。現在、西東京市と国立市は事例研究をして

いて、さらに世田谷区も入れてネットワークを作っていこうという動きがあります。

豊島区は児童相談所も設置しますので、従来の制度を生かしながらも条例に基づく

権限を持った第三者機関として新たに設置、活動ができれば児童相談所や要保護児童
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対策地域協議会との連携もさらに強固になると思います。全国的に有名なのは札幌市

や、最初に制度を作った兵庫県川西市です。参考になる活動をしているのが愛知県豊

田市、また長野県松本市も結構活動をしています。なぜこのようなぜこのようなこと

を言っているかというと、現在、子どもの権利擁護委員が個別ケースの活動を通じて

感じている施策や制度に関する問題点について、子どもの権利擁護委員が提言するこ

とも重要な活動だからです。豊田市などでは実際に行われていますので、参考にして

より良い制度にしていくと良いと思います。

行政は計画に書いてあることをいかに実現するかという観点で動きますが、子ども

の権利擁護制度は子どもたちが知らないといけないし、子どもに関わる親、保護者、

教職員も知らないと、良い制度として組み立てても十分ではないと思います。

皆さんのご意見ご質問はいかがでしょうか。

委 員     子どもの権利擁護委員等をご存じでは委員の方もいらっしゃると思いますが、初め

て知ったということであればどのように感じられたか率直なご意見を伺いたいです。

委 員     なぜ豊島区は相談員や調査員を置かないのだろうと思いました。また、子どもの権

利擁護委員の活動が個人的な人柄や信頼関係をもとに実施しているということは、ま

た人が変われば状況が変わってしまうので、重要なことだと思います。中高生センタ

ージャンプに来た方々はまずジャンプがどのようなところかから始まるので、PRが
何より大切と思います。また、学校の先生たちも大事ですが、やはり個々の家庭が基

本なので親御さんやお子さんに知ってもらうという目的をもって活動していくこと

が先決かつ基本だと思います。子どもにイベント等に参加しやすい状況を作ったり、

人形劇など子どもが入りやすい入口から入って、深い意味があることを大人にも知っ

てもらうことが大切なので、入り口は広く、きちんと目的を持った活動が必要なので

はないかと感じました。

委 員     情報が外に出ていないため子どもの権利擁護委員の活動を知る機会が少なく、どう

すれば情報が広がりやすいのかと考えていました。また、子どもの権利擁護委員の人

柄によって場が作られているのが現状なので、現在の活動の場を起点とし、もう少し

活動が広がると良いということと、相談員を設けるということに話は広がっていって

いないのだろうか、と思いました。

委 員     子どもの権利擁護委員が変わった場合に今と同じことになるのかということは、以

前から言われていました。現在中高生センタージャンプで訪問相談をしているのも、

中高生の事案が来ないということからであり、他自治体のようにたくさん子どもの権

利擁護委員や調査員に相談が来るようになれば、こちらがアウトリーチに行く余裕も

なくなるくらいだと思います。現在は子どもの権利擁護委員を知っている人から他の

人へ伝播し始めてはいるのですが、伝播する機会をより増やすことが必要なのだと感

じました。10 年が経っても少ししか広がっていないので、例えば学校の先生方が、
子どもの権利擁護委員の活動を知ったときに子どもたちにそれを勧めるなど、ご意見

を聞きながら広がりを作り上げていければ良いなと思います。
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    先ほども質問がありましたが、なぜ調査委員はいないのでしょうか。

事務局     なぜ相談員や調査委員がいないのか課題としても取り上げましたが、制度が出来上

がっていなかったということがあります。子どもの権利擁護委員を設置したときに他

の相談事業もありましたので、その相談事業の相談員が調査員の役割もできるのでは

ないか、ということもあったのではないかと思います。あるいは東部子ども家庭支援

センターにて子どもの権利擁護委員が虐待等の相談を受けて応じていますので、そう

いったこととの関係があったと思います。ただ、現状の制度がそのままで良いのかと

いうことが課題になっておりますので、どのような姿になるべきかご検討いただきた

いと思っています。

委 員     現在、子どもの権利擁護委員の活動記録を取っている事務局が東部子ども家庭支援

センターになっています。児童虐待案件を中心に対応する想定だったこともあり、ま

た当時は東部子ども家庭支援センターに配属されている弁護士もいなかったので、事

実上東部子ども家庭支援センターのサポートを含めて活動していました。現在は東部

子ども家庭支援センターに別の弁護士がいて、法的な助言をしています。子どもの権

利擁護委員と同じ弁護士という肩書ですが役割分担は違っており、子どもの権利擁護

委員は独立した立場でお子さんの立場から調整活動をしていくということです。

委 員     全国の子どもの権利擁護委員の仕組みについて調査し、各自治体の制度の情報がな

いと検討ができないので、次回までに示していただきたいと思います。

事務局     今回はまず豊島区の現状を知っていただくことを想定しておりましたが、ここまで

の議論をしていただいたので、次回は他自治体の状況についてご報告したいと思いま

す。また、他に必要な資料があればご提案いただきたいと思います。

会 長     全国の権利擁護制度はあくまで参考です。豊島区は SDGs 未来推進都市に選定さ
れ、また子ども・若者総合計画の中にも文化に関して記載されていますので、豊島区

の目指す方向性や子どもたちの現状、実際に子どもの権利擁護委員の必要な部分、さ

らに児童相談所を設置すること等総合して、子どもの権利擁護委員制度自体を独立し

て考えるというよりも、総合的に子どもたちの SOSをどのように受け止めて救済解
決に向かうのかという観点で是非この制度を作っていきたいと思います。子どもの権

利擁護委員が子どものために学校との調整活動ができると、学校側の負担も軽減され

ます。子どもの権利擁護委員は大変ですが、実際にそのように解決しているケースも

あります。今回は学校の問題だけではないという意見もありましたが、第三者機関に

おいて学校の問題は重要な位置づけになっています。

委 員     教育委員会と保護者が対立しており、教育委員会からのお話で調整活動をしたケー

スもありました。それとは別に、学校が保護者対応に困っていることに助言をするこ

ともあるのですが、そのようなときは必ず子どもの権利という立場から調整しましょ

うということを言います。アドバイスだけではなく具体的に活動できればお子さんに
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も保護者にも学校にもプラスではないかと思っています。豊島区の子どもの権利擁護

委員はどちらかというと家庭内の問題に対応することが多く、学校の中での問題、あ

るいは学校が察知した家庭内の問題にもよりお力になれると良いと思います。そのた

めにより一歩進んだ周知の仕方、理解の促進が大切と思います。

会 長     最初に子どもの権利擁護制度を作った川西市が１年間活動した報告書を出してい

ますが、その中で実際に活動する中で学校や家庭内の問題が見えてきた、と言ってい

ることが非常に象徴的な事例でした。活動を通じて地域や学校や家庭内の問題が見え

てきたことを子どもの権利擁護委員の行動だけで留めるのではなく制度的に区民に

も関係者にも見せていくことが重要だと思っています。

繰り返しになりますが、次回は全国の権利擁護制度の事例を資料としたうえで、よ

り良い権利擁護制度について検討するということでよろしいでしょうか。

では、第２期第１回豊島区子どもの権利委員会を終了します。
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