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平成２４年白老町議会総務文教常任委員会協議会会議録 

 

平成２４年 ７月１９日（木曜日） 

開  会  午後 １時００分 

閉  会  午後 ２時２９分 

                                         

○会議に付した事件 

１．（仮称）子ども憲章の策定について 

                                         

○出席委員（６名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      委  員 吉 田 和 子 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 山 田 和 子 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 副委員長 坂 下 利 明 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     教 育 長    古 俣 博 之 君 

     教 育 部 長    辻   昌 秀 君 

     子 ど も 課 長    坂 東 雄 志 君 

     子 ど も 課 主 幹    山 本 玲 子 君 

     子 ど も 課 主 幹    関 口 美恵子 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまより総務文教常任委員会協議会を開催いたします。 

（午後 １時００分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 協議事項ですが、（仮称）子ども憲章策定についてでございます。 

それでは、早速ではございますが、教育委員会子ども課より説明をいただきます。 

古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 議員の皆様方におかれましては、平素から教育行政の執行に関しま

してさまざまな面でご理解、ご指導いただきまして本当にありがとうございます。また、きょ

うはこういうような説明の機会を設けていただきまして本当にありがとうございます。具体的

な説明に先立ち、私のほうから今回提出しております（仮称）子ども憲章の策定に当たりまし

ての趣旨を簡単に述べさせていただきたいと思います。 

議員の皆様もご存知のように、今子供たちを取り巻く状況、そして、その中に生きる子供た

ちの姿は、あふれる情報と物質社会の中で、子供自身はその情報キャッチ能力を生かして、本

当に多様な情報や物を獲得しながら、自分を信じるといいますか、子供自身が信じる価値意識

をそれぞれつくり出して、自分のみの楽しさを追及するというような一面が往々にして見受け

られます。その一方において、学校現場の中で見てきました子供たちの中には、確かな将来的

な夢や希望を持てない、そういう不透明感が漂う社会状況の中で、子供たちの言葉を使えば、

いらつきだとか、むかつきだとか、それから不安だとか、自己喪失感だとか、そういったもの

を抱きながらおります。ただ、そればかりではなくて、同時に彼らが思いとして持っているの

は、自分の命をどうするのかだとか、それから、自分はどう生きていかなければならないのか

というような、そういう問への叫びも一緒にしているように、私は学校現場の中で見てきたつ

もりでございます。そうした中で、人間としての尊厳と自立を獲得した、次代を担う社会形成

者としての資質をどういうふうにしてはぐくむか、育てるかということなのですけれども、や

はり子供は一人一人違う、そしてかけがえのない存在であるという、そういう大前提のもとに、

先日の議会でお話しさせていただきましたけれども、子供は他者に守られる、そして教えられ

る存在であるという一方、子供は地域社会の中でみずから学び、育つ存在でもある、そういう

子供観に立って、温かさ、そして厳しさ、そして学びと感動のある人間教育の中で、自他の人

間的理解を含め、ともに生きる豊かな人間関係づくりを通して、生きる力としての確かな学力

だとか、豊かな心、そして、健やかな体を獲得できるように、子供自身が何をすべきなのか、

そして家庭や学校や地域社会が何をすべきなのか、その課題、解決を図るために、全町的な、

全町教育といいますか、そういったものが必要ではないのかというふうに思ってまいりました。 

したがいまして、こうした考えのもとに、今回町長が新しくなって町長の公約の具現化を図

るために、そしてそれを踏まえて、今年度の教育執行方針の中に盛り込みました、今後の本町

におけるまちづくりにおける子ども政策の基軸とするために、今仮称ということで提案させて
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いただきますけれども、（仮称）子ども憲章の策定を具体的に進めたいと考えております。そん

なところで、一応案ができましたので、議員の皆様にお諮りをしながら、さまざまな観点から

ご指導いただきたいと思います。そんなことで、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 資料に基づく具体的な説明は、後ほど子ども課のほうからいたし

ますけれども、前段としてそのポイントを何点か先にお話しさせていただきたいと思います。 

本日の説明でありますけれども、（仮称）子ども憲章の内容ということではなくて、これから

子ども憲章の策定作業を進めていこうとするものでありますので、その策定の方針とか、方法

などを事前に議会にご説明しようという部分でございます。 

策定の基本方針につきましては、先ほど古俣教育長のほうからも触れられましたけれども、

平成 24 年度の教育行政執行方針で、子供たちが未来に向けて夢や希望を持ち、明るく元気よく

心身ともに健やかに成長するために、子供と保護者、地域住民、学校がみずから考え行動する

指針づくりを進めていこうという形で、執行方針のほうで述べてございます。今回はその具体

的な指針づくりの作業として進めようとするものでございます。 

この（仮称）子ども憲章における子供の位置づけといたしましては、先ほど古俣教育長のほ

うから申し上げましたけれども、単に子供を保護や支援を受ける対象としてだけではなくて、

子供の責任と社会貢献も明確にして、まちづくりにおける大人のパートナーとしても位置づけ

たいと、そういうような考えでおります。どのような内容の憲章をつくるかということでござ

いますけれども、表現的な部分については、親しみやすく、理解しやすい内容の、子供の言葉

で表現したいと考えております。また、憲章をつくった後に具体的な事業に結びつけていくた

めに、行動計画の策定を考えておりまして、憲章自体を行動計画につなげていくと、そういう

ような考え方で策定していきたいと考えております。策定の方法につきましては、審議期間と

いたしましては、白老町次世代育成支援対策地域協議会を考えておりまして、教育委員会のほ

うから協議会に対して諮問し、協議会で具体的に検討いただき、協議会からの答申をもとに案

を教育委員会で決定して、町から議会に提案をいたしまして議決を得る、そういう流れで考え

ております。策定過程では、子供や子供関係団体にアンケートや意見交換会などを実施し、参

加していただくほかに、議会に対しましては、議会の委員会にも検討過程の中でご説明し、意

見をお聞きしたいと考えております。策定時期、期間につきましては、議会への提案を来年の

６月議会を見込んでおりまして、ほぼ１年間のスケジュールを考えております。 

以上、今後進めようという作業のポイントをご説明しましたけれども、具体的な内容につき

ましては、資料に基づきまして子ども課のほうからこれからご説明したいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） それでは、（仮称）子ども憲章策定に係る資料ということで目次

のついた資料がございますので、これに基づいて説明させていただきます。 

それでは、まず開きまして１ページ目を見ていただきますと、（仮称）子ども憲章の策定につ

いてということで、先ほど教育長、部長、それぞれお話しいただいたのですけれども、策定に
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おける基本的な考え方、そして進め方、そして行動計画にどう結びつけていくのだというお話

をこれからさせていただきたいと思います。 

まず、議論を整理するために、１、（仮称）子ども憲章策定の背景ということで、どういう国

の動きがあって、どういう町の動きがあったというようなことで、その辺のことを１回整理し

ておきたいと思いまして、策定の背景ということを載せております。 

国の動きということで、平成６年９月、児童の権利に関する条約が批准されました。これに

ついては、通称子ども権利条約といわれているものですけれども、平成２年９月に効力が発生

しまして、わが国では平成６年９月に児童権利に関する条約を批准しております。４つの子供

の権利を明記しているということで、１つが生きる権利、１つが育つ権利、１つが守られる権

利、１つが参加する権利、この４つの権利を明記したということが大きな特徴でございます。

続いて 15 年７月、ご存知のとおり次世代育成支援対策推進法というのができまして、これは家

庭や地域の子育て力の低下に対応して、次世代を担う子供を育成する家庭を社会的に支援する

ための 10 カ年の集中的な計画や取り組みをしなさいということで、そういう法律をつくってお

ります。平成 18 年 12 月には、60 年ぶりの改正だったのですけれども、改正教育基本法、この

大きなポイントとしましては、生活習慣を身につける、自立心の育成、心身の調和のとれた発

達を図る、学校、家庭、地域住民等の相互連携、これらのことがこの改正教育基本法の中の大

きな特徴なのかなという感じがします。 

町の動きとしましては、平成 17 年３月、先ほど国の動きの②で次世代育成支援対策推進法が

でき上がりまして、それに基づく次世代育成支援行動計画前期を策定したということでござい

ます。平成 17 年５月には、教育委員会に子ども課が設置されております。子供の総合的な政策

を担うということです。目的としては、子育て支援、保育園、家庭教育、児童クラブ、児童館

など、子供の健全育成にかかわる分野を一元化することにより、各世代間や学校との連携及び

情報管理がより一層図られるという目的で子ども課の設置がされております。続きまして、平

成 17 年９月に白老町家庭教育支援推進計画を策定しております。平成 18 年４月に家庭教育支

援総合推進事業ということで、文部科学省のほうから受託しております。平成 19 年１月ですけ

れども、自治基本条例、まちづくりの憲法と言われているものですけれども、その対象を子供

から高齢者と定義して、理念において、次代を担う子どもたちをはぐくみと規定しております。

これは、第２条の定義、それから第３条の基本理念の中で載せております。平成 20 年４月に第

２期の白老町家庭教育支援推進計画を策定してございます。この町の動きの中で１番注目して

いただきたいのは、平成 20 年 11 月の⑦です。平成 20 年学力向上対策検討委員会（校長会）の

ほうで答申がございまして、そのまま読ませていただきます。今の家庭環境や親の状況をかん

がみ、学力づくりの基盤である家庭の役割をさらに高めるためには、「白老町子育て憲章（憲法）」

の制定の必要がある。つまり、「子育て憲章」というものの制定の必要性があるのではないかと

いうようなご意見、答申としてありました。平成 22 年６月には、次世代の育成支援行動計画が

策定されています。平成 23 年６月には、第３期白老町家庭教育支援推進計画がございます。平

成 23 年 11 月に戸田町長が誕生しまして、政策公約の３つの約束の１番目として、「教育のまち
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しらおいをつくります」を掲げております。平成 24 年３月には、先ほど部長にもお話しいただ

いたのですけれども、教育行政執行方針において、「子供たちが未来に向けて、夢や希望を持ち、

明るく元気よく、心身ともに健やかに成長するために、子供・保護者・地域住民・学校がみず

から考え、行動する指針づくりを進めてまいります」ということで、（仮称）子ども憲章という

ことで、その表明ということをされております。 

２、策定の意義ということでございます。これらの背景を受けてどういう問題点や課題が子

供対策の中で出てきているかということでございます。まず 1 つが、少子化の進行。家庭や地

域の教育力の低下など子供を取り巻く環境が大きく変化してきています。児童虐待、育児放棄

（ネグレクト）、不審者事件、不登校、いじめ等、親子や学校、地域の中での子どもとの関係性

や支援機能の不全化が大きな要因とされています。このため、子供の人権保障、子供の生存と

成長発達を保障していくため、教育を初め福祉、環境、保健医療等総合的に取り組む時期に来

ているのではないかということでございます。先ほど教育長のほうからもお話があったと思い

ます。それから、これも教育長のほうからお話があったと思いますけれども、子供を支える地

域から子供とともに支え合う地域として再構築していくために、主体者である子供が参加する

中で、広範な人々と協働した行動する指針が必要であるということでございます。つまり、権

利の主体である子供という、人間として尊重すべきであるというようなことで、子供も社会の

一員としてしっかり位置づけし、子供たちの権利だけでなく、責任と貢献を明確にする必要が

あるのではないか。また、いじめ等、そういった問題を解決するために、子供同士の人間関係

の再構築を図る必要があるのではないかということでございます。それから、未来を担う子供

たちが主体者として健やかに成長していくためには、協働型の規範をつくる必要がある、大人

と子供が協働していくというようなことでございます。それらを受けて、そういうことを進め

ていくことは、子ども政策の基軸になるのではないかということでございます。 

３番目に、こういうことを受けまして、（仮称）子ども憲章策定の基本方針です。これらのど

ういったものをポイントにして策定を進めていったらいいのか、策定の基本方向とでもいいま

すか、そういったものについてご説明したいと思います。（１）、子供が成長発達に必要な保護

や支援の保障を受けるべき主体者としての指針であること。（２）、家庭、地域、企業、行政な

どが協働し、主体者である子供とともに、町全体で子供を健やかに育てていこうとする機運を

醸成する指針であるということ。（３）、子供たちの権利だけでなく、責任と貢献を明確にした

子供と大人のパートナーシップ的視点を入れた指針でありますということでございます。（４）、

児童、生徒にとっても親しみやすく、理解しやすくするため子供の言葉で記述、子供が語る指

針でなければならないということでございます。それから、（５）です。町民みんながうたいや

すく、親しみやすい、共感できる指針であるということでございます。それから、（６）、先ほ

ども言いました、子ども政策の基軸となる指針であると。そしてこれが白老町の特徴ではない

かと思うのですが、（７）、策定後、行動計画をつくり、憲章を実態化していくための指針であ

るということでございます。また、子供の対象年齢は、児童福祉法と同じ 18 歳未満とするとい

うことでございます。ここまでが、策定の方針と策定の意義といったところでございます。 
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こういったものをつくるのに、４、なぜ憲章なのかということでございます。それでは、読

ませていただきます。指針を明文化する方法として、憲章、条例などの形式が考えられるが、

それぞれの定義は次のようなものであるということでございます。（１）が憲章について書いて

あります。（２）が条例について書いてあります。それを受けて白老町はどうするのかというこ

とでございます。憲章は町民の自発的な行動意欲を喚起することを目的としており、簡潔で町

民に親しみやすいものが求められます。法的な意味、効果を持つものではなく、理念的なもの

であり、行動についての基本的基準（指針）、ガイドライン的なものである。条例は当然法規で

ありまして、適用対象を厳格に規定する必要があって、権利義務を創設し、これは難しい言葉

なのですが、あえて使わせていただきます。受範者、対象者とも言っていいのでしょうか、行

政組織の場合や住民の場合もあるということでございます。に対して、その内容を強制するこ

とができる。既存の法体系と整合性を取る必要があり、そうなると論理性が重視され、その結

果必ずしも親しみやすいものとはならないと。また、努力や責務規定だけの条例ならば、受範

者への具体的義務づけはないので、憲章と余り変わらないと。要するに、子供の権利条約とい

うものをいろいろなところでつくっていると思うのですが、いろいろと読ませていただきまし

た。しかしながら、罰則や行政処分といったそういうものをつけたものはないのが実態であり

ます。そういったことをここでは言っております。それぞれの特徴をとらえた上で、明文化の

方法を検討すると、子供を健やかに育てていこうとする機運を醸成し、親しみやすく、共感で

きる規範づくりなど、行動についての基本的基準（指針）、スタンダード、ガイドライン的なも

のにするためには、憲章の形式を取ることが望ましいと考えました。 

続きまして、５、審議の機関ということでございます。ではこの審議機関としてどういった

ものを想定しているかということでございます。次世代育成支援計画では、『すべての子どもが

幸せを実感できるように、子供が、親が、地域が「支え合い」みんなが育つ・元気まち』を基

本理念とした計画を推進しているところでございます。憲章策定に当たっても、この白老町次

世代育成支援地域協議会において審議すると。育成支援地域協議会のメンバーとしましては、

この設置要綱の中でもございますが、学識、そして福祉、保健、医療、また教育等次世代育成

支援に関するもの、あと、教育長が必要と認めたものということでございます。実際の対象と

しては、保健、医療、福祉、教育、青少年育成団体、学識経験者というようなことで、そうい

うようなメンバーがこの次世代育成支援地域対策協議会の委員でございます。では、この（２）

で、本協議会設置要綱の改正を行い、要綱第２条（３）に、「子ども憲章に関すること」を追加

すると。この次世代の地域協議会設置要綱がございまして、その第２条に地域協議会は次に掲

げる事務を所掌するとございます。その中で、この部分は次世代計画の部分が多くの策定なり、

協議が入ってくるのですけれども、ここであえて「子ども憲章に関すること」を追加しまして、

ここで協議会を議論していただくと同時に、ここで子ども憲章についての行動計画の進行管理

をしていくというようなことで考えております。 

６、審議事項といたしましては、（１）が（仮称）「子ども憲章（案）」の骨子の審議。（２）

が行動計画（案）の審議ということで、子ども憲章を実態化していくための行動計画も同時に
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つくっていく、同時にここで審議していただくという予定でございます。 

続きまして、７番目以降は関口主幹のほうからご説明させていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 関口子ども課主幹どうぞ。 

○子ども課主幹（関口美恵子君） では、７番目の（仮称）子ども憲章策定の方法についてで

す。別紙に詳細がありますが、まずここのところを説明させていただきます。７番の（１）、白

老町人材育成支援対策地域協議会において審議していただくということで、諮問と答申がここ

で行われます。（２）番目、アンケート調査の実施です。子ども憲章策定に当たりまして、資料

となることでこの手順を踏んでいきたいと思っています。アンケート調査の実施、（２）の①は

アンケート調査内容についてです。アンケート調査の内容についてはこのような項目で実施し

たいと思っています。回答者自身について（学年、年代、性別など）、回答者の家族、人間関係、

社会貢献、将来像について、また、まちについての項目の調査を実施したいと思っています。

（２）の②です。アンケート調査対象。保育所、幼稚園の５歳児の保護者、また、町内全小学

校６年生とその保護者、町内全中学校の１、２、３年生とその保護者、また、白老町出身の高

校生で北海道栄高校また白老東高校に在籍しております１、２、３年生の生徒さんにもアンケ

ート調査を実施したいと思っています。続きまして、アンケートは終了いたしましてから、（３）

といたしまして、意見交換会を実施しようと思っています。町内の全小中学校の生徒会、児童

会の生徒さん、学校の代表の生徒さんということを対象にしております。子供に対しては各小

学校、中学校の児童会、生徒会ですが、大人に対しても意見交換会を実施いたします。これは、

子育て支援者、子供にかかわる町内の機関の方達を想定しております。（４）、専門家の助言。

（５）、パブリックコメントの実施、これは、広く町民の意見をいただくということで、子ども

憲章の骨子ができた時点で広くパブリックコメントをいただくということです。これを通りま

して、（６）、子ども憲章が制定され、町民に周知されるという運びです。 

この細かい手順については、別紙スケジュールの参照ということで、６ページに日ごとに追

って時系列的に書いてあるものがございますので、重複いたしますが、ここでもまた細かく説

明をさせていただきます。24 年６月、（仮称）子ども憲章策定に当たりまして、内部検討会議

をいたしまして、策定の趣旨、また策定スケジュールを練っておりました。この 24 年７月にな

りましてから、教育委員会への議案を提出し、理事者への説明を終えまして、また校長会の説

明も終え、この総務文教常任委員会の協議会にご説明するという運びになりました。校長会の

説明に対しましては、町内の全小中学校のアンケート調査、また意見交換会のときに、学校に

いろいろ協力依頼をいたしますので、詳細に説明させていただいたということになります。き

ょう議会説明会終わりまして、８月の上旬には白老町の次世代育成支援対策協議会へ諮問いた

します。これが終わりましてから子供アンケート調査を実施いたします。９月中に全町の小中

学校、また高校生、保護者を対象にアンケートを実施したいと思っています。これが終わりま

してから回収、集計、分析をいたしまして、９月いっぱいにはアンケート調査の内容について

の分析ができるかと思います。これをもとに次世代育成支援対策協議会において意見の集約を

していただくということになります。続きまして、アンケート調査を終わりました後、意見交
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換会、これは全町の小中学校または子育て支援関係、子供にかかわる機関のところで、子供、

大人を分けて意見交換会を予定しております。これが終了いたしましてから 11 月ごろに次世代

育成支援対策協議会のほうに集約の意見交換会の結果を報告いたしまして、この時点で協議会

のほうからも意見を集約させていただくということになります。この時点で、（仮称）子ども憲

章を策定するに当たっての資料がおおむね集まったということになりますので、教育委員会へ

中間報告する予定でおります。次に、アンケート調査、意見交換会を終えてから、（仮称）子ど

も憲章の骨子（素案）の策定に入る手順でございます。このときに 12 月頃には教育委員会に議

案を提出させていただいて、またその後総務文教常任委員会でもご説明させていただくという

手順でおります。翌平成 25 年３月にはいろんな資料、さまざま皆さんからご意見いただきまし

た中で次世代育成支援協議会の審議をいただきまして、答申をするということになります。平

成 25 年４月には答申を終えて、町民向けにパブリックコメントを１カ月間いたしまして、その

後パブリックコメントの集約に入ります。これを終えましてから、実際に「子ども憲章（案）」

の策定、行動計画が策定されまして、５月には教育委員会に提出し、６月には議会へ上程する

予定で、９月には議会の議決をいただきまして、10 月には子ども憲章を制定し、町民に公表す

るというような運びで、手順で行っていきたいと思います。 

（仮称）子ども憲章の策定の手順と工程については以上です。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） それでは、今お話ししたのですが、それを体系的にまとめてい

るのが５ページ目にございます。（仮称）子ども憲章の位置づけということで、子ども憲章とい

うのはどういった位置づけにあるかということでございます。先ほどご説明させていただきま

したけれども、国の子供、子育てに関する法律がございまして、児童憲章、児童福祉法、児童

権利に関する条約、次世代育成支援対策推進法、教育基本法。これが子供に関する、子育てに

関する理念等を書いてございます。それでは、それを受けまして、子ども政策の基軸となる子

ども憲章がつくられてくるということでございます。また、町の憲章、条例、計画等というこ

とで、町のほうで現在どういったものがあるかということを整理しております。町民憲章が昭

和 50 年２月に制定されています。自治基本条例が平成 19 年１月に制定されています。第５次

の総合計画が今、議会等々で審議されておりまして、平成 24 年策定予定でございます。これら

の条例、計画ございます。今回子ども憲章の実態化していくということで、行動計画の策定と

いうことと、アンダーライン引いておりますけれども、それは今の総合計画とのかかわりの中

では、総合計画では個別計画持っております。その中で次世代育成行動計画、家庭教育支援推

進検討等々ございます。そのほかに子供読書活動推進計画等あるのですけれども、こういった

ものも中に踏まえながら、子ども憲章の行動計画を策定したいと。当然その事業として、横断

的な部分もありますし、今回例えば町長の公約であります子供未来プロジェクトでありますと

か、そういった部分も子ども憲章の行動計画の１事業として推進していく予定でございます。

子ども憲章の位置づけについて簡単に説明させていただきました。 

子ども課のほうの説明は、以上でございます。 
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○委員長（小西秀延君） 子ども課からの説明が終わりました。皆様からのご質問を承ります。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） きょうは委員会協議会だから、余り深いことはだめなのですよね。だ

めなのですけれども、ちょっと伺います。実は、子ども憲章というふうに今回出していただき

ましたが、平成 22 年度に私も一般質問させていただいて、子ども条例をつくるべきだというこ

とで、これは次世代育成支援対策推進法を受けてやるべきだということで、総務文教常任委員

会で視察に行きまして、筑紫野市の条例の制定を視察して、その後委員会の報告として条例を

つくるべきであるという提言をさせていただいております。その中で、今回憲章ということで

出されましたので、私も憲章の策定のここに説明が載っていますので、そのほうがわかりやす

いということと、法的規制がないということで選ばれたということなのですが、憲章は理想的

な立場から定めた重要な「おきて」であると。原則的な法則であり、憲法の憲章において「お

きて」であると。条例は、箇条書きにした法令になると。そういうことから考えると、先ほど

並んでありましたけれども、次世代育成支援対策推進計画、これは法的なものが含まれていま

すよね。国でつくったのです。それに伴って推進計画を町ではつくっていますよね。簡素化す

るという意味で憲章のほうがわかりやすいだろうということで、憲章をつくって、また行動計

画をつくるとなっていますよね。だから、同じことなのかなとちょっと思いながら、どうして

それを、結局はその条例をつくるということは、推進計画、子育ての次世代育成支援推進行動

計画とか、それから家庭支援の行動計画、そういった個別の行動計画を擁護するための法的な、

それを維持していくための一つのものとしてやっていく仕組みだと思っていたのですが、憲章

は法ではないということになると、法ではないけれど、その行動計画は、では何の法の規制も

ないわけですよね。でも法の規制がない行動計画はあるのですよね、別々にそれぞれ。そうい

った形が本当にいいのかなとちょっと思いながら、その白老町の総務文教常任委員会の、今の

メンバーではないですけど、前に出されたことを受けてなおかつ憲章方法がいいというふうに

判断をされたということでしょうか。その辺だけちょっと確認させてください。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 憲章と条例の違い、今吉田委員のほうからもお話ありましたし、

今回ご説明した資料の２ページのほうに、なぜ憲章なのかという部分でうたってございますけ

れども、基本的な考え方として、本年３月の教育行政執行方針でも触れていますけれども、子

供、保護者、地域住民、学校がみずから考え行動する指針づくりと、基本的にはそういう考え

方でございます。この指針という部分でいくと、条例という形で表現するよりも、実際でき上

がった姿を想定、イメージを今回提示できればいいのですけれども、これからつくるものです

から、提示できないのですけれども、町民憲章的な一つの目安として、こういうことをやりま

しょう、こういうこと守りましょうと、基本的にそういうような形のものを、子供にも理解さ

れるものにしていきたいと。これはやはり、子供の一つの、子供たち守っていただきたい部分、

また考えていただきたい部分、いじめの問題も含めまして、そういうようなものにしていくた

めには、やはり表現形式としては、条例という形ではなくて、憲章という形をとりたいと、そ
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ういうようなことから、憲章という形で今回ご提案させていただいたということでございます。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 議会でもこれまでそれぞれご質問が、このことにかかわる部分であ

るということを十分承知しながら今回出させていただいているのですけれども、条例というふ

うなことにすれば、法的な権利と関係を規制しなければならない、これが１番大きなところな

のです。そうなれば、先ほどから申し上げているように、子供がやっぱり地域の一員としてと

いうか、社会の、町民の１人として、みずからが責任と貢献を果たしていくというふうな形の

ときに、18 歳以下の子供たちが法的に拘束される部分を持ち得ることが必要なのかというふう

なことも考えなければならないのではないかというふうに思いました。それよりももっと拘束

的な部分は、縛りが薄くなるわけですけれども、みずからがやっぱり行動していく、そういう

意識向上を図る中で、自分たちがやっぱりこう、社会の一人としていかに社会とのかかわりも

持ち得ていくか、そういう自覚性を高めていくことが、一つ大きなことではないかなと。それ

で、ただ単なる憲章だけの文言であっては、その辺の具体性がよりわからないだろうというこ

とで、これまで町の政策の中でいろいろと掲げてきた子供政策の事業を、そこに行動計画とし

てきちっと位置づけていくことによって、どういうところで、どういう内容で子供たちが参加

し、守られ、そして生きているのかというふうなあたりを示していきたいというふうなことで、

憲章という言葉が本当にいいのかどうか、子供宣言というふうな言い方がいいのか、さまざま

な考え方があるかと思います。たまたま今憲章というふうな形で出していますけれども、ただ、

一つは、条例という形はこれにはなじまないのではないかというふうに考えてはおります。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） お話を伺っていて、（仮称）になりますけれども、子ども憲章というこ

とになりますと、子供の権利擁護とかそういったことになりますよね。そういうことなると、

この位置づけというのは、先ほどの個別計画の上に立つということになっていましたけど、個

別計画とは別物かなとちょっと思ったのです。憲章になると。条例ならその個別計画を維持、

そして推進するための法的なものも必要なってきます。それを維持、管理していくためには。

だからその個別補償するための上の位置として条例が必要だと考えています。ただ憲章になる

と、町民憲章もありますけど、どうしてもそれとつながってしまうのですけど、町民憲章とい

うのはどれだけ町民の方々の中に、こういうまちづくりなのだと入って、簡単な項目なのです

けど余り入っていない。何かあるのですけど、そのたびに行動計画をつくるということであれ

ば、私は子ども憲章を進めていくための行動計画をつくるのであれば、その次世代育成行動支

援の個別、その他家庭教育の個別計画の上ではなくて、別物ではないかというふうに、そんな

ふうに今感じていましたのですけれども。何かぴんとこないので、済みません。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 今のご質問は、憲章と行動計画、そして、既にある個別の次世代

等の計画の関連という部分かと思います。それで、なぜその行動計画をつくるかという部分に

ついては、憲章つくって、一つの指針、ガイドラインとして、こういうことをみんなでやって
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いきましょうと、そういうような実は内容になってこようかと思います。そうなってきたとき

に、実際に具体的な動きとして、つなげていきたいと、単に宣言するだけではなくて、やはり

憲章を受けた中で、これまで行ってきた既存の子供に関する事業、また新たに行う事業、それ

を一つ憲章に結びつけていきたいと。結びつけていくに当たっては、それを束ねるものとして、

行動計画というものを想定したいと考えてございます。行動計画等では、既にある子供に関す

るいろいろな計画、次世代等の計画がございますけれども、それぞれの計画については、法律

があって、それに基づく計画という部分で、その該当する分野について、実は、計画を定めそ

の事業を行っていくと。既存の部分については、そういう計画の事業とダブる部分があります

けれども、この行動計画については、憲章の具体的なその表現の部分に結びつけていく、それ

らの既存の計画の事業を１つ束ねるといいますか、そしてまた新たなものも位置づけていく、

そういう中のつないでいく部分として、行動計画というのはつくっていきたいと。確かにダブ

る部分は出てくると思います。ダブる部分は出てきますけれども、憲章とその具体的な事業と

の結びつきを、ここの行動計画で、既存のいろいろな行動、いろんな計画に入っている事業も

整理しながら結びつけていきたいという考え方でございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） まだ本当にすとんと落ちていないのですけど、なかなかやっぱり今ま

での観念の中で、家庭支援計画も次世代育成支援の行動計画も、平成 23 年に後期ができていま

すよね。だから、憲章が後からできるという考えが私の中でどうしてもあるから、個別計画を

維持するものではなくて、やっぱりその憲章、白老町の目指すべき子供の姿、その権利みたい

なものをしっかりとつくるのだと。そして、それに対して、そのためにどういったものをやっ

ていくのかという、私はやっぱり別計画のような、その個別の計画を実行していくためのもの

ではないという、どうしてもそれが抜けないのが１つ。 

もう１点、私は白老町らしいものをつくっていくということで考えたのかなと思いながら、

今全国の市町村では子ども条例をつくっているところが多いのかと思っていたのです。他市町

村は余り比較したくないのですけれども、この子ども憲章というのは、他市町村でどこか実施

しているところとか、計画を立てているところがあるのでしょうか。その辺だけ伺います。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） 私のほうから説明させていただきます。実は 10 年前ぐらいから、

子ども権利条約が批准されてから権利条例というのをいろいろな町でつくるようになってきま

した。その前に、そういう記念事業でありますとかそういった部分で、憲章ということで当然

やっております。いろいろなまちでやっておりまして、利府町でありますとか、それぞれもう、

町田市ですとか、八千代市とかありますが、ちょっとデータは把握しておりません。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 児童の権利条約批准切れてからもかなりたって、やはり子供がおかれ

ている生活環境、教育環境からいって、こういうのは早くつくるべきだという声はすごくあっ

たと思うし、私たちが見に行ったところでは、自治基本条例はないけれども、子供を見守る条
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約とか何かそういうのがあったというのもあるのです。実際に、私はこういうふうにつくる、

今の時代こういうふうな憲章をつくるということ、大賛成の立場で物を考えたいというふうに

思うのですが、今の話とちょっとダブるかもしれませんが、聞いていて、１つは、子ども憲章

といった場合、子供の行動を規制する憲法になるのですか。というのは、子供のための憲法。

もう一つの考えというのは、大人がどう子供を守り育てるかという、そういうものと両面ある

と思うのです。この両面を合わせたものとして考えるのか。だとすれば、特にこれをつくって

いくのにアンケートを子供たちからたくさん取って、そしてその限定された親からアンケート

を取ってこれをつくっていくというような、そういう考え方になっていますよね。もし子供が

どんなふうな行動をするための、それを考える憲法であればそれでいいだろうと。子供たちに

沢山意見を聞いて、おれたちはこういうふうにやろうではないかというふうに決めていくのは、

これでいいのではないか。だけれども、子供をどう守り育てるかということの立場からいえば、

もっと広く、広く意見を集めて、本当に全町で子供をこんなふうに守っていこうよと、そうい

う動きがなかったら、動きを起こしていかなかったら、意味をなさないのではないかというふ

うに思いながら聞いていたのです。ですから、どちらの解釈でやっていくのか。子供の行動だ

けだったらガイドラインで済むかもしれない。だけれども、大人がどういうふうに守り育てる

かということなると、条例というのをつくってやっていかなければならないことになるのだろ

うというふうには思ってはいるのですけれども、もし大人のほうまで踏み込んでつくるのであ

れば、何で学校の先生方、子供を一番知っている先生方の意見というのを集めてやらないのか。

あるいは、親に対するアンケートというのは、もっと広く町民から集めて、子供を守る体制を

つくるためのアンケートというような形になっていかないのか。そのあたりの考え方を聞かせ

ていただきたいです。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 子ども憲章は、子供のための憲章という意味合いになろうかと思

うのです。そのためには、先ほど斎藤委員がおっしゃった子供たちのガイドライン、それ以外

に、やはり子供たちが育つ環境、いろんな関係づくりも含めて大人の果たす役割は大きいので、

その大人の指針としても当然つくっていくと。その部分の考え方は、教育行政執行方針の中で

も、子供、保護者、地域住民、学校がみずから考え行動する指針づくりと、そういうことで基

本的な押さえはしてございます。ただ、そのつくり方の部分、アンケートの部分ですけれども、

一応子供対象ですけれども、その保護者もあわせて行っていくと。その対象学年の。そこでは

大人に対してもアンケートを行っていこうと、そういう中で大人の意識というのも探ろうと。

そういう考え方でおります。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の部分だけで言うと、確かに意見を集めるというのは、そういう限

定されたものでないとなかなか集めきれない、集約しきれない部分はあるかもしれない。だけ

れども、子供のための憲章ということになると、全町民対象で、今の子供たちがこうだから、

こういうふうに見ているのだ。だからこうであってほしいという意見というのは、もっともっ
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と広い意見というのがあるだろうと思うのです。保護者だけでなく、そういう部分が抜けてい

ませんかと聞いたのですけれども。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） （仮称）子ども憲章というふうなことになっていますけれども、委

員がおっしゃるように、二面性を持った形で、子供にとっても、子供を育てる側にとっても、

最初に言った子供観という二つ、守られる存在であるけれども、やっぱりみずからも育つ存在

だというふうに押さえておりますから、二面性を持って進めていきます。そういうふうな中で、

今おっしゃったように意見を聞く場面については、いろんなこれからまた検討して、その範疇

を広げるだとかということは十分できますので、今のご意見を参考にしたいと思います。ただ、

先ほども政策策定の段階においては、パブリックコメントは一応入れているのですけれども、

それだけではなくて、必要であるというふうになるならば、もっと集められる大人の意見、学

校の教員も含めて考えたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 具体的なことはこれから提示されてくると思いますので、今委員会に

もかかるというのでその中でやりますけれども、きょうの説明の中で若干伺いたいと思います。

まず２ページの上段の（６）、未来を担う子供たちが主体者として健やかに成長していくための、

協働型の規範をつくる必要があることということで、括弧で子ども政策の基軸とありますが、

これは具体的にどういう意味なのかちょっとわからないので、具体的に何を意味しているのか

説明願いたいと思います。 

次に、３の（７）、吉田委員のほうからも議論されていましたけど、これは話を聞くと、憲章

をつくるから、ただ憲章を書いて額に飾っておくのであれば、ちょっと格好がつかないと。そ

ういうことで、そのための個別計画をあえてつくるのだと。憲章のためにつくるのだというよ

うな解釈に取ってしまっているのです。憲章がもう少し見えるような形で。そうすると、非常

に難しい問題あると思います。今吉田委員が言ったように、私たちも視察行ってきて、質問し

たのですけれども、条例つくって実施計画つくっているのです。規則だったか、具体的に言っ

ているのです。聞いたら、難しいと。やることが。実際に条例であっても。そうすれば、私の

考えですけど、あえてそういうことをしなくても、これから財政も厳しいので、今第５次の総

合計画をつくっていくのだから、あの中にいろいろな部分があるのです。それと整合性を持っ

て、子ども憲章のために第５次総合計画のここで入れたとか、この部分だということを反映し

たほうが、条例のために、憲章のために、あえて個別計画するということがなじむかどうかと

いう問題があると思います。その辺私は、検討したほうがいいのかなと思いますけれども、ま

ずその考えです。 

それと、その下の米印、18 歳未満とすると、憲章の範囲が広くなって、憲章の焦点というの

か、意味するものが漠となって絞りきれなくなってしまうのではないかと思います。あるいは、

中学生までするとか。これ有職少年も入りますよね。ただ法的に 18 歳と言っても、余り広過ぎ

るのではないかと思うのです。そして、憲章、どこに重きを置くかといったら、結果的に、今
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行動計画をつくりました。個別計画つくっても広がり過ぎてしまって、結果できなくなってし

まうのです。その辺を整理したほうがいいと思います。 

それと、４の（２）はわかりましたけれども、ここに書いているのは、罰則適用がかかる場

合があるから条例にしないで、強制力を持たない憲章にする。イコール理念と言ってもいいと

思うのですが、そういう意味でいいのか。 

最後に６ページ、工程表で見ると、25 年６月憲章提案しますと。３月に委員会付託か何かす

るのかわかりません。９月に議決やって、10 月に制定するのだけれど、なぜこれ 10 月制定な

のかなと思うのです。年度当初にちゃんとできないのかと思うのですが、３月議会で声高らか

に始めるのが、なぜ 10 月なのかなと思うのですが、その辺。普通役所というのは３月の定例会

の、１番大きい年度始めなものだから、そこで高らかに上げたほうが、目玉としても多少予算

つけるし、初めての制定なのだから、少しでもいいから子供たちにこれだけの予算つけて、憲

章を前に進めますとか、そういうところ実行性がありますよね。なぜ 10 月なのかなと思って。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 私のほうから何点か説明して、足りない部分は担当課のほうから

お答えします。まず１点目、子ども政策の基軸という表現について、より具体的にという部分

ですけれども、図式的には５ページ部分になります。国のいろいろな条約、法律があって、ま

たの町のほうでは下に個別計画というのがあると。町の子ども政策というのは、総合計画の中

でいくと、きょうは案を持ってきているのですけれども、付せんがついているいろんなページ

にいろんな形でまたがっております。子供という基本的な押さえの中で政策展開をするには、

やはりこの基本となるもの、それをしっかり押さえていきたいと。それも単に行政だけではな

くて、子供たちにも理解されるようなものという部分で、政策的なものも結びつけていくとい

う意味の中で、この子ども憲章を子ども政策の基軸にしていきたいという考え方です。いろい

ろな子供に関する政策がございますので、それを束ねていく基本的な押さえの大きな方針、指

針的なものとして、子ども政策の基軸という押さえをしてございます。 

あとは行動計画の部分で、総合計画もあるのにあえてその必要性はというのが２点目の質問

かと思いますけれども、先ほどもちょっと総合計画に触れた中で、総合計画での押さえの子ど

も政策というのはいろんな分野にまたがっています。単に教育だけではなくて、福祉、そして

保育園関係はそういう福祉的要素もありますし、また健康とか、そういう分野にもまたがって

きています。そういう部分では、やはりその個別ばらばらということではなくて、やはり子供

に関する政策がわかるような形のものを整理したいと。そういう意味においても、この行動計

画というのを整理していきたいと。それが考え方です。 

あと、18 歳未満の部分。今回案ということで 18 歳未満という押さえをしました。これが条

例ですと、きちんと何歳未満とかあるいは高校生までとか、そういう押さえが必要かと思いま

すけれども、子供という部分については、憲章の場合結構の幅広い押さえができるかと思って

いるのですけれども、あえて作業に入っていく前段の子供の押さえとしては高校生までと。勤

労青少年いるのではないかと、そういう議論もありますけれども、これから作業を進めていく
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目安としては、意味合いとしては高校生までという押さえでやっていきたいと思います。子供

という部分で中学生までという形でいいのかどうかというと、現在いろいろ教育も含めての問

題の中には、やはり高校生までの問題というのも現実にございます。そういう押さえの中で、

子供たちの指針としては、高校生の子供たちにもガイドラインとなるようなものになってほし

いと。そういう考え方でございます。 

あと、条例との関係で、条例にしないで憲章という部分でいくと、罰則の部分というのは確

かにこれまでの説明の中でしてございますけれども、あと表現形式という部分で、条例のよう

な硬い表現というよりも、やはり町民憲章的な、みんなでこういうものを守りましょうと、そ

ういうものにしていきたいということも含めて、憲章にしていきたいということでございます。 

最後に、工程の中でなぜ 10 月なのかという部分の話もございました。行政単位でいうと確か

に年度というのがございますけれども、基本的には翌年度の予算に結びつけていきたいという

部分で、26 年度中という形に、27 年の３月が 26 年度中ということで、３月という区切りをす

ればそういう形なのかもしれませんけれども、予算に結びつけていくとなると、この 10 月まで

に、こういう大きな憲章、方針的なもの、また行動計画、それを整理していくと。ですから、

実際、少しでも早く実施に結びつけていくと、そういう意味合いにおいては、年度途中ですけ

れども、こういう形でちょっと考えさせていただきました。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 子ども政策の基軸については、わかったような、わからないような。

だけどいいです。ただ、３の行動計画、総合計画の場になっているというけれども、体系化す

れば何も問題ないですよね。それやってきたことわかりますよね。逆に憲章をつくることによ

って、行動計画だって拘束されます。これやらないのか、あれやらないのかと。憲章ですから、

それをあえて自分たちで行動計画つくって、絞ってしまったらどうなるかということです。や

れるならば、本当はやったほうがいいと思います。その辺をちゃんとやって、せっかく総合計

画できるのだから、その中で、子ども憲章を含んだ中でやればいいのではないですか。ばらば

らになっているやつをどうするのかと。今までやってきているのだから、できるのではないで

すか。できないことはないと思うのですが、それは私の考えだから、そういうふうにしたほう

が見やすいのではないですか。総合計画に反映されたということを。憲章なのだから。 

それと、10 月。これは考え方だと思います。何も同時に憲章やって、予算つければ問題ない

話だから、これからいけば、過去の例の名前と同じですよね。つくってから新年度でまた予算

つけますなんて言っているけれど、それはどういう効果があるかということ考えてやったほう

がいいと思いますけど。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 行動計画というところが非常に議員の皆さんご心配をいただいてい

るところなのですけれども、前田委員のほうからありましたように、今まで町でなされてきて

いる子ども政策がいろいろとあります。また、今回の総合計画の中にも入っているし、それか

らまた新たな部分について今考えていることもあるのです。そういうものを整理するといいま
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すか、子ども憲章に合わせて体系化をしていくというか、そういう意味合いでの行動計画です。

ですから、あえてそこに今まで議会等でとらえているような行動計画というふうなことではな

いつもりで、言葉としてはちょっとふさわしくないのかどうかわかりませんけれども、教育関

係でいえば、必ず何かやるときに教育振興計画だとかというふうなことを出します。一定限、

方針を出したときに、学力向上やるぞと言ったら、こういうふうにしてという、進行計画どう

なのだというふうなことを出します。それを、今までやってきているものを憲章に合わせて、

憲章は１つの理念的なものですから、そこに、一応こういうふうな具体政策がありますという

ふうなことでの押さえをしたいということです。それだけで、あとは時期的なものについては、

私たちもどちらがいいのか、ただ先ほど部長のほうからあったように、10 月に制定できるもの

だったら、皆さんに公表して、次の年度に行う事業計画にそれを生かしていきたいというふう

な考えのもとに押さえておりました。その辺のところは検討をさせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 最後に、斎藤委員と議論は、考え方云々ではないので質問しますけれ

ども、この憲章つくりますよね、理念。どういう言葉になるかわかりませんけれども、この説

明を受けると、実施計画云々、何を政策的にやるかということを別にしても、理念ですから、

１つの大きな方向性というか、精神的なものあります。そうすると、道徳教育、そういうもの

に当然結びついてきて、非常に大事になってくるかと思うのです。そのとき、その子ども憲章

の本質の、行間からそういう道徳教育的なもの、道徳をちゃんと理解する、これは家庭におい

ても、そういうものが主になっていくのか。非常に僕は家庭教育というのは大事だと、教育長

もそう言っていますけれども、そういう部分からいくと、どういうその憲章の政策をつくって、

こういうことしましたというのではなくて、精神文化というのか、まちに対して子供に対する

気持ち、そういうものが家庭に戻って、町民憲章でこういっているから、知っているおじさん

にはあいさつしましょうとか、こうしましょうとかと、そういう部分が私は必要だと思うのだ

けれど、そういう憲章という部分の、比重としてはどうなってくるのですか。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） その掲げた言葉の意味合いをどういうふうにして解釈して、子供た

ちや大人の皆さんに行動として次にあらわしてもらうかというふうなところだと思うのですけ

れども、そこのところは非常に理念的な部分ですから、それができたからすべてがそれに規制

されて動くというようなことはなかなか難しいところはありますけれども、ただ、学校も含め、

さまざまな今地区の青少年育成連絡協議会だとかそういうようなところを通しながら、子供た

ちに少しでも行動化、大人の皆さんにも具現化していただくような、そういうふうな形にはし

ていきたいと思っています。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 具体的な内容は、これから審議してつくっていこうという部分な

ので、どういうようなものに力点を置いて、特にその道徳的なもの、どのぐらいの割合かとい

うのは今後の議論になろうかと思います。ただ、教育執行方針の中では、子供が行動する指針
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という要素は当然持ってくるということの中で、既に先進的な自治体でつくられている子ども

憲章の表現を見ると、考えて行動しようマナーとルールとか、そういう要素も入っているとこ

ろもあります。当然こういう基本的な、社会的なマナー、ルール、こういうものはやはりみん

なで守ってきましょうと、当然そういうようなことは入ってくるのかなというようなイメージ

が描けますけれども、ただその具体的なその割合とか内容については、今後の審議にゆだねる

形になろうかと思いますので、その点はご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の議論で思うのですけれども、今の子供たちは自分たちの思いがそ

のままいかないことに対するいら立ちだとか、やはりそういう社会に対する欲求不満だとかと

いうのが表にあらわれてくる。そういう場合、我々は今何をしなければならないかという、こ

の検証の中で子供の権利をどう守るかという、子供の権利というのはどういうものがあって、

どういうふうなものを守らなければならないかということだという、そういう理念なのだろう

というふうに思うのです。行動の規範というのか、そういう道徳的な、ああしてはだめ、こう

すべきだということでは、子供たちは絶対にそんなものに納得するものではないですよね。や

はり子供たちが我々は大人に守られているのだという、そういうふうに考えられるような、そ

ういう権利意識の問題です。そこら辺をやっぱり重視していくべきだというふうに思うのです。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 先ほども趣旨のところでお話ししたように、子供は守られ、そして

教えられ、育てられなければならないと。そういうところは一面あります。それと同時に、そ

の守られることが、権利というものがすべてかというと、その権利に対して、やはり自分もそ

こに、社会的にみずから学んでいく、そしてできることがあれば、家庭の中で、または社会の

中で貢献をしていく。そういうかかわりをつくっていかなければ、今の子供たちは関係づくり

といいますか、人間関係づくり、社会との関係づくりは、やっぱりつくられていかないのでは

ないかなというふうに思っています。そういう憲章の内容にしていきたいというふうに思って

います。だから一方的に、子供権利条約は基本として大事にはとらえておりますけれども、そ

の中の守られる権利というだけではなく、白老町の子ども憲章は、やはり子供の主体的に生き

ていく、学んでいく、貢献していく、そういう憲章にしていきたいというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。これ、私のお願いなのですけれども、私の個人的な意見で

すけれども、前につくられた子どもの権利の条例ですか、そのころから、自分の権利さえ主張

していけばそれでよかったみたいな子育ての仕方になりつつあって、自分さえよければ、自分

の家族さえよければ、満足していればいいというような風潮になってきて、わがままな日本人

というか、そういうものが育ってきたような、私の個人的な意見ですけれども、そういうふう

に感じるのです。だから、企業が儲けた後にどう社会的貢献をするかということの意識が、や

っぱり日本が諸外国に比べても、いろいろなデータを見てみると、低いのです。そういう観点

からしても、子供が育つ上において、社会に自分がどれだけ貢献できるかとか、人のためにど
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れだけ役に立てる人間になるのかというところを基本的に教育することによって、地域社会と

いうのは変わっていくと思うのです。だから、先ほど前田委員がおっしゃったように、どうい

う方向性を重点に置いて憲章つくるかというところを考えるときには、私のお願いなのですけ

れども、どうやって人の役に立てる人間に育つのかというところを中心につくっていただきた

いとそのように思います。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 今委員がおっしゃったように、子ども権利条約ができて、そのこと

は、世界的に見ても非常にすばらしい権利条約だったと私も思っています。ただそれが、今お

っしゃったように、いろんなところで、逆な意味でとらえられて、すべて子供は守られ、そし

て権利を主張して、それで生きていくものだというふうなとらえ方が、なかなか払拭できない

ままに、今来ているのではないかというふうに、私自身も思っています。ですから、すべての

都市でどうなっているかというふうなことわかりませんけれども、幾つかのところを見ると、

なかなかそういう観点でできたその町の条約、規定というのは守られなくなってきているのが、

実際的な事実として出てきています。そういうことで、私自身はやっぱり、今おっしゃった中

で、子ども自身が、日本の子供たちは特に自己肯定感が低いと、自尊心が低いと言われており

ます。それはなぜかというと、自分が、主体的に物事をやる、そのことが少ないからです。欠

けていると言ったら悪いのですけれども、やっぱり少ない。だから、自分自身が自信を持って、

自分はこういうふうなことができるだとか、私はこんなこともできるのだというような自己肯

定感が少ないのだと思います。もちろんそれは大人もその子供に対してそういう自己肯定感を

育てるような育て方をしてもらわなければならないと思っています。そういう意味で、先ほど

から言っていますように、両方合わせた形で、子供が守られる存在だけではなくて、子供自身

が学んで育っていく。そのために地域に対して、大人に対して、やっぱり貢献をするだとか、

そういうところを明確に出せるような憲章にしていきたいというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 高校生まで一応対象として見ていくことなのですが、高校生までアン

ケートを取るのは大変必要なことかと思いますが、高校へ行っていない子供もいるのです。そ

ういった子供たちを外すことなく、そういう子供たちがいろいろな条件、家庭の状況だとかで

高校に行けなかったということも抱いている、そういう中で育っている子供たちですので、そ

ういった子供たちの意見も十分生かされるような考え方を入れてほしいということが１点。 

それから、先ほど山田委員が言ったことにも触れるのですが、本当に今少子化で大切な子供

たちという、子供を守るためのいろんな行政、それから医療・健康・福祉、すべてネットワー

クを通じて子ども課と連携をとりながらやらなければならないというふうに私たちも思ってい

ますけれども、さっき言っていた、児童の権利に関する条例及びそれに認められる権利として、

生きる権利、育つ権利、参加する権利、守られる権利、この４つが基本になっているという説

明もありましたけれども、私は人間として人を守る権利、守らなければならない権利ではなく

て、それは権利ではなくて、必要性がある言葉はなんと表現したらいいですか。人間として、
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子供として、１人の人間として守るべきこと、それをきちっと守られる立場、権利を主張する

だけではなくて、割と権利を主張することは多いです。しかし人を守るために主張する子供と

いうのは余りいないのではないかと。そういったこともきちっと加えながら、今ずっとお話を

伺っていて、憲章でいくということの説明だと私は受けとめましたので、条例は外します。そ

ういった意味では、本当に今後、子供たちがこの世界の中で生きていく、世界の中の日本の子

供として、白老の子供として、しっかり人を守れるような子供たちになれるようなものを入れ

ていただきたいというふうに私も思っています。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 年代的に高校生までを意識して今後作業を進めますと、今吉田議

員のほうから高校に行っていない子供もいると、そういうお話もありました。年代的に当然そ

ういうような子供も対象にという考え方でございます。ただ、具体的に意見を聞く手だてとい

うのはどういうふうにあるのか検討させていただきたいと思います。 

また、子供の守るべきことをしっかり押さえながら作業するべきではないかというお話です

けれども、教育長が冒頭から言っておりますように、守られる存在であると同時に、今吉田委

員おっしゃったような守るべきものを持った存在、そういうようなことを、二面性を意識しな

がら具体的な内容については審議していただくと、そういうことで進めていきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 児童福祉法では 18 歳になっていますか。 

○委員長（小西秀延君） 坂東子ども課長。 

○子ども課長（坂東雄志君） ここに持ち合わせはないのですけれども、18 歳未満ということ

で押さえています。児童福祉法と同じということで。ほかの自治体で条例をつくっているとこ

ろも大体 18 歳未満で、ほとんどそういうことになっています。今回委員さんのお話あったので

すけれども、なぜ条例にしなかったのかという理由、あったと思うのですけれども、ただ、今

お話ししたとおり、子供の言葉であるとか、そういうわかりやすい、そして気運を醸成させて

いくというようなこともございまして、そういう形になっているということでございます。こ

れから実態化して、行動計画移ったときに、きっといいものできると思いますので、行動計画

を実際、総合計画との整合性をとりながらやっていきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 確認だけしてください。法律照らし合わせるのは大事なことですから。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。１点だけちょっとお聞きしたいと。私も九州の筑紫野市に

研修に行ったメンバーの一人で、子ども条例についていろいろ勉強してきて、あそこのまちも

たしか 24 条くらいに渡って、おそらくこういうような流れでずっと、パブリックコメントとか、

いろいろな人の話を聞いてやってきたという経緯があるのですけれども、今皆さん言われたよ

うに、やはり特色あるものというか、つくっていかなければならない、何かどこかから持って

きたものをそのままはめ込むのではなくて。２ページの３の（７）のところで、策定後、行動
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計画をつくり、実態化していくための指針。これ、白老町の特色というか、生かしたそういう

条例をつくっていきたいという、まだこれ、これから話していかなければならないと思うので

すけど、私もそうあるべきというか、白老らしい条例になるのか、憲章になるのか、これ憲章

ですから、後でもしかしたら条例になるかもしれないし。条例というのも、今こういう時代だ

から、ただ絵にかいたもちのような、憲章のような感じになるのではなくて、条例が法律とか

何とかではなくて、よりよくもっと訴えていくためのそういう条例だったらいいと思っている

のです。そこで、ちょっといろいろ教育委員会のほうでも議論していると思います。何か白老

らしいそういう、今ちょこちょこと話が出ていたと思うのですけど、白老らしい何かそういう、

憲章というか、何か多分いろいろとお考えあると、これから提案していくと思うので、その辺

これからだと思うのですけれども、全くこういうふうに出てきているということは、何か。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 条例的な部分も考えられるのではないかと。そこの部分について

は、子供たちも理解されやすいというもの、白老の特色になるかどうかわかりませんけれども、

そこは押さえていきたいと。条例にしてしまうと、中学生、高校生ぐらいにならないとなかな

か理解できないと。そこのところはやっぱり小学生の段階からという部分で、理解していただ

けるようなものにしたいと、そういう部分での憲章的な意味合いもあるということです。ただ、

白老らしいという部分については、今つくる段階の中で、何かそこを前面に立ててという部分

は特に、一部の議論あるのですけれども、特に今お示しできるものはございません。今後の検

討の中で、なかなか難しい部分もあるのかなという率直な気持ちですけれども、白老らしいと

いう部分も、議会での話として出ていますので、検討はしていきたいと思っています。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 本間です。今ここでどうのこうのと言うつもりはないのですけど、ぜ

ひやはり白老らしい条例をつくっていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 古俣教育長。 

○教育長（古俣博之君） 白老らしいというところの押さえ方をどういうふうにするのかとい

うのは、いろいろ考え方あると思いますけれども、今私自身が頭に置いているのは、やはり白

老の子供の実態をしっかりととらえていきたいというふうに思っています。そこのところを押

さえながら、例えば不登校の問題だとか、いじめの問題だとか、そういう実態はどういうふう

になっているのか、その辺のところ再度しっかりとらえる中で、言葉として出していきたいと

いうふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかになければ閉じたいと思いますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、本日の総務文教常任委員会協議会を閉会いたします。 

（午後 ２時２９分）  


