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Ⅰ 埼玉県子どもの権利擁護委員会の概要            
 
 １ 概要 

子供への権利侵害について、子供や保護者からの相談を受け、公平・中立かつ専門的な

立場から、子供を救済する第三者機関として条例に基づき設置され、平成 14年 11月１日

から業務を開始した。 

 

  ２ 令和元年度における構成 

〇 委員会の委員（３人） 

  愛沢 隆一  （委員長、埼玉県社会福祉士会理事）   

  小寺 智子  （委員長代理、弁護士） 

  庄司 康生  （埼玉大学教授） 

 

〇 調査専門員（４人） 

  平戸ルリ子 （東京家政大学教授） 

  大竹  智 （立正大学教授） 

  中谷 茂一 （聖学院大学教授） 

  角尾 美奈 （学習院女子大学非常勤講師） 

 

〇 電話相談員（７人、１日３人勤務）   

  

〇 事務局職員（２人） 

 

 ３ 救済の対象 

      原則として 18歳未満の子供 

 

 ４ 委員会の業務 

      電話相談、面接相談、関係機関への調査・調整、関係機関への勧告・要請等 

 

 ５ 電話相談時間・電話番号 

毎日 午前 10時 30分から午後６時まで（祝日及び年末年始を除く） 

      電話番号 048－822－7007  
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Ⅱ 電話相談の状況について                                  
 

 子どもの権利擁護委員会は、平成 14年 11月から「子どもスマイルネット」の愛称で電話

相談を行っている。 

 令和元年度においては、年末年始（12月 29日～１月３日）と祝日を除く毎日、午前 10

時 30分から午後６時までを相談時間とし、電話相談員７人の交代勤務体制で電話相談を受

けた。 

 令和元年度における電話相談の受付件数は 3,288件（無言を含む）で、前年度より 100件、

3.1％増加した。このうち子供本人からの相談件数は 463件（全体の 14.1％）で、前年度よ

り 9件、1.9％減少した。なお、無言を除いた受付件数は 2,914件で、前年度より 52件増加

した。 

 

 １ 相談内容 

相談受付状況を内容別に見て、最も多いのは、子育てに関わるものが 1,354件（全体の

41.2％）であり、次いで思春期 438件（13.3％）、学校の対応等 138件（4.2％）であっ

た。 

相談内容のうち権利侵害に関わるものとして、いじめ、体罰及び虐待に関する相談では、

いじめに関する相談が 74件（2.3％）、虐待に関する相談が 59件（1.8％）及び体罰に関

する相談は 5件（0.2％）であり、３つの合計では 138件（4.2％）で、前年度より 2件増

加した。 

子供本人からの相談で最も多いものは、思春期 227件（49.0％）で、前年度より 12件

減少した。次いで、交友関係 58件（12.5％）、いじめ 30件（6.5％）であった。 

子育てに関わる相談で最も多いものは、家庭環境に関することが 662件で、前年度より

123件減少した。次いで、養育不安が 383件、子供の性格や行動に関することが 190件で

あった。 

 

表１－１ 主たる相談内容別件数 

 
いじめ 体罰 虐待 不登校 

学校の

対応等 

交友

関係 
思春期 子育て その他 無言 合計 

R1 

計 
74 5 59 136 138 135 438 1,354 575 374 3,288 

2.3% 0.2% 1.8% 4.1% 4.2% 4.1% 13.3% 41.2% 17.5% 11.4% 100.0% 

子

供 

30 0 20 28 23 58 227 ─ 77 ─ 463 

6.5% 0.0% 4.3% 6.0% 5.0% 12.5% 49.0% ─ 16.6% ─ 100.0% 

H30 

計 
87 12 37 103 158 140 396 1,440 489 326 3,188 

2.7% 0.4% 1.2% 3.2% 5.0% 4.4% 12.4% 45.2% 15.3% 10.2% 100.0% 

子

供 

41 4 18 4 35 58 239 ─ 73 ─ 472 

  8.7% 0.8% 3.8% 0.8% 7.4% 12.3% 50.6% ─ 15.5% ─ 100.0% 

※ 下段は、計のうち、子供本人からの件数を再掲 

※ 「学校の対応等」：学校の不適切な対応への不満など 

※ 「思春期」：保健、恋愛、家族関係の悩みなど 

※ 「子育て」：家庭環境、養育不安、子供の性格・行動など 

※ 「その他」：幼稚園・保育園・放課後児童クラブ・福祉施設関係、進路、非行など 
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表１－２ 「子育て」の内訳 

 

性格 

行動 

養育 

不安 
養護 保健 障害 

家庭

環境 
その他 合計 

R1 
190 383 8 48 51 662 12 1,354 

14.0% 28.3% 0.6% 3.5% 3.8% 48.9% 0.9% 100.0% 

H30 
214 275 9 65 51 785 41 1,440 

14.9% 19.1% 0.6% 4.5% 3.5% 54.5% 2.8% 100.0% 

      ※ 「性格行動」：落ち着きがない、内向的、忘れ物が多いなど 

 ※ 「養育不安」：食事、睡眠、排せつ、しつけなど 

      ※ 「養護」：親の家出・行方不明・死亡・離婚・別居など 

 ※ 「保健」：疾患、成長発達、夜尿、性に関する問題など 

      ※ 「障害」：発達障害、身体障害、知的障害、精神障害など 

 ※ 「家庭環境」：両親の不和、ＤＶ、親の対人関係など 

 ※ 「その他」：大人からの問合せなど 

 

表１－３ 「その他」（表１－１）の内訳  

 
幼･保 
 関係 

他教育 
関係 

施設 
関係 

児相 
関係 

非行 進路 その他 合計 

R1 
計 36 16 5 11 41 28 438 575 

子
供 

1 5 1 0 5 7 58 77 

H30 
計 29 20 6 9 33 47 345 489 

子
供 

0 2 3 0 2 6 60 73 

※ 下段は、計のうち、子供本人からの件数を再掲 
     ※ 「幼・保関係」：幼稚園、保育園における職員の不適切な対応等 

※ 「他教育関係」：放課後児童クラブ、塾、習い事など、学校以外の教育等関係 
     ※ 「児相関係」：児童相談所に関わること 

※ 「その他」：子育て以外に関する大人からの相談等 
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 ２ 相談者 

 相談受付状況を相談者別に見ると、最も多いのは母親からの相談 1,833件（全体の

55.7％）で、前年度より 72件減少した。次いで子供本人からの相談 463件（14.1％）で、

前年度より 9件減少した。 

 父母からの相談件数の合計は 1,964件（59.7％）で、前年度より 32件減少した。 

 子供本人からの相談では、中学校の男子からの相談が 140件で最も多く、次いで中学校

の女子 99件、高校の男子 62件であった。また、性別の割合は、男子が 54.0％（250件）、

女子が 46.0％（213件）であった。 
 
   表２－１ 電話相談の相談者別件数 

 
子供
本人 

    子供本人以外     
無言 合計 

母親 父親 親族 学校 施設 その他 小計 

R1 

463 1,833 131 87 2 3 395 2,451 374 3,288 

14.1% 55.7% 4.0% 2.6% 0.1% 0.1% 12.0% 74.5% 11.4% 100.0% 

Ｈ30 

472 1,905 91 88 7 3 296 2,390 326 3,188 

14.8% 59.8% 2.9% 2.8% 0.2% 0.1% 9.3% 75.0% 10.2% 100.0% 

 ※ 「その他」：知人、隣人、行政、事業者、不明など 
 
   表２－２ 子供本人（相談者）の内訳 

 幼児 
小学校 
低学年 

小学校 
高学年 

中学生 高校生 不明 合計 

R1 

計 0 11 102 239 111 0 463 

男 0 3 45 140 62 0 250 

女 0 8 57 99 49 0 213 

Ｈ30 

計 1 13 155 208 95 0 472 

男 1 6 65 119 60 0 251 

女 0 7 90 89 35 0 221 
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 ３ 相談対象者 

   相談の対象となった子供は、権利侵害等（子育て等以外）に関わる相談では、中学

生が 453 件（全体の 37.8％）と最も多く、次いで高校生 287 件（24.0％）であった。 

   子育て等に関わる相談においては、3 歳から 5 歳が 407 件（19.5％）と最も多く、

次いで小学校低学年 242 件（11.6％）であった。0 歳から 5 歳については、622 件

（29.7％）で、前年度より 45 件増加した。 

   また、性別で見ると、権利侵害等に関わる相談は男子が女子を上回り、子育て等に

関わる相談は女子が男子を上回った。 

 

   表３－１ 相談対象の子供の内訳 

   権利侵害等 

 就学前 
小学校 

低学年 

小学校 

高学年 
中学生 高校生 

 不明・ 

 無言 
合計 

R1 

計 
70 117 254 453 287 16 1,197 

5.8% 9.8% 21.2% 37.8% 24.0% 1.3% 100.0% 

男 38 65 116 261 128 ─ 608 

女 32 52 138 192 159 ─ 573 

H30 

計 
58 127 340 396 216 19 1,156 

5.0% 11.0% 29.4% 34.3% 18.7% 1.6% 100.0% 

男 34 61 192 218 117 ─ 622 

女 24 66 148 178 99 ─ 515 

 

子育て等 

 0 歳 
1～2

歳 

3～5

歳 

小学校 

低学年 

小学校 

高学年 
中学生 高校生 

 不明・ 

 無言 
合計 

R1 

計 
65 150 407 242 182 147 165 733 2,091 

3.1% 7.2% 19.5% 11.6% 8.7% 7.0% 7.9% 35.1% 100.0% 

男 26 76 194 126 72 106 73 ─ 673 

女 39 74 213 116 110 41 92 ─ 685 

H30 

計 
62 129 386 289 205 244 136 581 2,032 

3.1% 6.3% 19.0% 14.2% 10.1% 12.0% 6.7% 28.6% 100.0% 

男 40 61 194 169 134 169 47 ─ 814 

女 22 68 192 120 71 75 89 ─ 637 
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 ４ 初回・再度相談件数 

 初めての相談（初回）は 1,290件、以前に相談したことがあるもの（再度）は 1,624件

で、前年度より初回が 50件減少し、再度が 102件増加した。 

 初回・再度の相談ともに最も多い相談は子育て、次いで思春期についてであった。 

 再度の相談の中には頻繁に相談を寄せるリピーターも含まれていることから、相談者の

実数では初回の相談の方が多いと考えられ、新たな悩みを抱えた人からの相談窓口として

機能していると考えられる。 

 なお、再度の相談には 30回以上相談を寄せた人が 4人おり、母親である。うち相談が

最も多かった人は、家庭環境などについて 44回もの相談を寄せた。 
   

   表４－１ 初回・再度相談別件数 

 初回 再度 小計 不明・無言 合計 

R1 
1,290 1,624 2,914 374 3,288 

39.2% 49.4% 88.6% 11.4% 100.0% 

Ｈ30 
1,340 1,522 2,862 326 3,188 

42.0% 47.7% 89.8% 10.2% 100.0% 

                   
表４－２ 初回相談の内訳                

 
いじめ 体罰 虐待 不登校 

学校の

対応等 

交友

関係 
思春期 子育て その他 合計 

R1 
計 44 5 33 60 80 83 192 564 229 1,290 

子

供 
18 0 9 9 18 44 104 - 41 243 

H30 
計 62 12 25 52 100 96 207 534 252 1,340 

子

供 
30 4 10 3 28 55 129 - 48 307 

   ※ 「その他」：進路、非行、幼稚園・保育園・福祉施設・放課後児童クラブ 

            の関係など 

    

表４－３ 再度相談の内訳                

 
いじめ 体罰 虐待 不登校 

学校の

対応等 

交友

関係 
思春期 子育て その他 合計 

R1 
計 30 0 26 76 58 52 246 790 346 1,624 

子

供 
12 0 11 19 5 14 123 - 36 220 

H30 
計 25 0 12 51 58 44 189 906 237 1,522 

子

供 
11 0 8 1 11 6 103 - 25 165 

    ※ 「その他」：進路、非行、幼稚園・保育園・福祉施設・放課後児童クラブ 

            の関係など                   
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 ５ 月別受付件数 

 電話相談の受付件数は、月平均 274件で、前年度より 8件増加した。月別に見ると、7

月が 358件で最も多く、次いで 10月の 356件であった。最も少なかった月は 3月の 218

件で、次いで 12月の 225件であった。 

 また、子供本人からの相談は、月平均 39件で、前年度と同じであった。月別に見ると、

7月が 65件で最も多く、次いで 2月の 53件であった。最も少なかった月は 4月の 23件、

次いで 6月の 26件であった。 

 7月に子供本人からの相談受付件数が多かったのは、夏休み前に県内全ての国立・公立・

私立の小学校４年生、６年生及び全中学校の２年生の生徒へ子どもスマイルネットの広報

カードを配布したことによるものと考えられる。 
 

   表５ 電話相談の月別受付件数 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 合計 月平均 

R1 

計 235 229 274 358 266 276 356 322 225 267 262 218 3,288 274 

子

供 23 27 26 65 39 45 40 27 28 40 53 50 463 39 

H30 

計 258 281 297 343 234 277 288 252 180 246 264 268 3,188 266 

子

供 21 22 27 92 60 42 48 28 31 44 32 25 472 39 

※ 下段は、計のうち、子供本人からの相談件数を再掲 
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 ６ 曜日別受付件数 

相談受付状況を曜日別に見ると、木曜日が 551件（全体の 16.8％）と最も多く、次い

で水曜日 519件（15.8％）であった。 

最も少ないのは日曜日 365件（11.1％）、次いで土曜日 428件（13.0％）と、週末の相

談件数は、平日と比べて少ない傾向にある。月曜日から金曜日までの平均は 499件で、前

年度より 1件減少し、土曜日と日曜日の平均は 397件で、前年度より 53件増加した。 
 

   表６ 電話相談の曜日別受付件数 

 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜 日曜 合計 

R1 
444 502 519 551 479 428 365 3,288 

13.5% 15.3% 15.8% 16.8% 14.6% 13.0% 11.1% 100.0% 

H30 
445 535 512 491 518 411 276 3,188 

14.0% 16.8% 16.1% 15.4% 16.2% 12.9% 8.7% 100.0% 

 

 

 ７ 相談時間帯 

相談受付状況をおよそ３時間ごと（朝のみ１時間半）に区切って時間帯別に見ると、夕

方（15時から 18時）が 1,312件（全体の 39.9％）と最も多かった。 

 

  表７ 電話相談の時間帯別件数 

 
朝 

10:30～12:00 

昼  

12:00～15:00 

夕方 

15:00～18:00 
合計 

R1 
889 1,087 1,312 3,288 

27.0% 33.1% 39.9% 100.0% 

H30 
776 1,009 1,403 3,188 

24.3% 31.6% 44.0% 100.0% 

 

 

 ８ 相談時間 

相談時間の合計は 77,182分で、前年度より 1,004分増加した。 

また、１件当たりの平均時間は 26.5分で、前年度より 0.1分短かった。 

 

   表８ 相談時間 

 総相談時間 １件当たりの時間 

R1 77,182 分 26.5 分 

H30 76,178 分 26.6 分 

     ※ 無言を除く 
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Ⅲ 面接相談及び調査・調整活動の状況について 

 

 １ 新規面接相談の件数・相談者 

 電話相談を受けたケースでは、電話相談員による助言で相談者が納得したもの、助言を

得て自ら問題の解決に努めようとするもの、問題を大きくしたくないため面接相談や調査・

調整活動は望まないものなど、電話相談だけで終了しているものがほとんどである。 

 いじめや体罰、学校の対応への不満など、子供の権利侵害に関わる内容で相談者が希望

する場合には、知事から委嘱された調査専門員が面接相談を行っている。 

子どもの権利擁護委員会は、調査専門員から面接相談の結果について報告を受けて審議

を行い、その審議結果を踏まえ、調査専門員が学校などの関係機関へ調査や調整に入って

いくことになる。 

令和元年度、相談者が権利侵害に関する調査・調整を希望し、調査専門員が面接相談を

実施した新規の事案は 8件であった。これを子供の年齢属性で見ると、小学生が 5件、中

学生が 2件、小学生と中学生が一緒に申し立てたものが 1件であった。性別は、男子 5件、

女子 3件であった。相談者は、本人からの相談が 2件、母親からの相談が 6件であった。 

 

表９－１ 新規面接相談における対象者 

 
就学前 

小学校 

低学年 

小学校 

高学年 
中学生 高校生等 合計 

R1 

計 0 2 4 3 0 9 

男 0 2 2 1 0 5 

女 0 0 2 2 0 4 

H30 

計 0 0 6 3 1 10 

男 0 0 1 2 0 3 

女 0 0 5 1 1 7 

 

 

表９－２ 相談者 

 子供本人 母親 父親 関係者 合計 

R1 3 6 0 0 9 

H30 3 4 2 1 10 
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 ２ 相談内容 

 新規面接相談 8件の内容は、いじめが 1件、体罰が 1件、学校の対応への不満など学校

関係等が 5件、その他が 1件であった。 

 新規面接相談の概要及び結果等については、表 11のとおりである。 

 また、前年度から継続した事案が 8件あるが、これらの概要及び結果等については、表

12のとおりである。 

 

表 10 新規面接相談の内容 

 いじめ 体罰 虐待 学校関係等 その他 合計 

R1 1 1 0 5 1 8 

H30 4 0 0 5 1 10 

 

 ３ 面接及び調査・調整活動の状況 

   子供本人や保護者との面接及び学校など関係機関に対し調査や調整を行う活動は、

１回限りではなく、委員会の審議結果に応じて継続して行われる。面接で把握した事

実関係や訴えに基づき関係機関を訪問し、調査・調整を行い、その結果を相談者との

面接でフィードバックすることを基本としている。事案にもよるが、こうした過程を

何度か繰り返すことが多い。 

   令和元年度の新規面接相談 8 件については、子供や保護者との面接が延べ 29 回、

学校など関係機関への訪問等が延べ 27 回行われ、面接を含めた調査・調整活動の合

計は延べ 56 回であった。調査・調整活動の回数は１事案当たり平均 7.0 回であった。 

   前年度から継続した 8 件については、令和元年度中の面接が 15 回、学校等への訪

問が 8 回で、調査・調整活動の合計は延べ 23 回であった。前年度からの累計では、

面接が延べ 35 回、学校等への訪問が 22 回で、合計は延べ 57 回であり、１事案当た

りの平均は 7.1 回であった。 

   迅速な解決が望ましいことは言うまでもないが、事案によっては改善状況を一定期

間フォローアップしていくなど、相談者、特に対象である子供の意思を確認しながら

丁寧に対応することを基本とし、調査・調整活動を行った。 
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表 11 令和元年度新規面接相談等の状況            （令和 2年 3月 31日現在） 

No 
対象の

子供 
相談者 種別 主訴 結果等 

審議

回数 

面接

回数 

調査

調整

回数 

１ 
小学生

（男）) 

 

本人 

 

体罰 

小学校の時の

担任が、当時

のクラスの児童

に対して、体罰

や暴言を吐い

ていた。今後

は、体罰や暴

言をやめてほし

い。 

 

当時の担任と面談したところ、本児から

訴えのあった体罰や暴言について概ね

認めた。当時の担任は、現在市教育委

員会に勤務していることから、教育長に

対して文書により必要な措置を講ずるよ

う求めた。これに対して市教育委員会

は、当時の担任に対する研修及び指

導、当該小学校の管理職に対する指

導、市内小・中学校全体への再発防止

の取組等を行った。その後本児に対し

て市教育委員会の取組を説明し、本児

の意思を確認して終結とした。 

                      【終結】 

９ ４ ５ 

2 
中学生

（女） 

 

母 

 

学校 

関係 

昨年度の体育

教師の暴言に

より、学校に通

えなくなってし

まった。安心し

て学校に通え

るような環境を

作ってほしい。 

 

本児が体調不良のため母親とのみ面談

したが、事実関係が明らかでない部分

があった。学校を訪問し状況確認を行

ったところ、母親が訴えているような事実

は確認できず、学校は母親からの要望

に配慮していることが分かった。その後

も継続的に母親と面談し、母親から出さ

れた要望を学校に伝えた。学校として

は出来得る対応をしてきたことから、

母親の意思を確認して終結とした。 

                      【終結】 

７ ４ ４ 

3 
小学生

（男） 

 

母 

 

学校 

関係 

担任が本児の

持病に配慮し

てくれず、本児

が受けたいじめ

にきちんと対応

してくれなかっ

たために、学校

に通えなくなっ

てしまった。安

心して学校に

通えるようにし

てほしい。 

 

本児・母親と面談し、本児の気持ちを聞

いたところ、「学校に行ったら、気分が悪

くなるので行きたくない。先生のことは信

じられない」と言った。 学校を訪問し状

況を確認したところ、学校は本児の状況

をよく把握しており、担任も懸命に本児

との関係を作ろうとしていたが、本児の

日本語の問題などもあり、担任を怖がる

ようになっていることが分かった。その

後、学校全体で本児をサポートするよう

になり、徐々に学校に通えるようになっ

た。今後は、進級による新たな環境での

様子を見守ることとなった。 

                      【継続】 

４ ２ ２ 

                             （回数はいずれも延べ数。以下同じ） 
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No 
対象の

子供 
相談者 種別 主訴 結果等 

審議

回数 

面接

回数 

調査

調整

回数 

４ 
小学生

（男） 

 

母 

 

学校 

関係 

同級生から嫌

がらせを受けた

ために、本児が

その同級生が

植えた花の芽

を抜いてしま

い、本児はその

ことを認めた。

後日、別の花

の芽が抜かれ

たが、学校はま

た本児がやっ

たのではない

かと疑った。 

本児・母親と面談したが、本児は途中で

眠ってしまい話を聞くことができなかっ

た。 学校を訪問し状況を確認したとこ

ろ、母親が訴えたような事実があった。

一方、本児が通っている私立小学校の

学習に本児がついていけていないこと

や、本児の許容量を超えると思われる

習い事をしていることなどが分かった。

その後、母親からの面談希望がなかっ

たことから、定期的に学校に状況を確認

した。今後は、進級による新たな環境で

の様子を見守ることとなった。 

                      【継続】 

２ １ １ 

５ 
中学生

（男） 
母 

学校 

関係 

部活の部員や

副 顧 問 か ら

様々な嫌がら

せを受けてい

る。今後不平等

な扱いをしない

でほしい。 

 

本児・母親と面談し、本児の希望を確認

したところ、「どうして副顧問からそんな

扱いをされなければいけなかったのか

確認してほしい」と言った。 そこで、学

校を訪問し、本児の気持ちを伝えるとと

もに状況確認を行った。副顧問は、本

児なりに頑張っていることについて認め

たものの、一部の言動については不適

切であったことを認めなかった。その

後、本児は部活を休部したが、副顧問

に対して「現在の気持ちを手紙で欲し

い」という要望を出した。副顧問が手紙

を書く意向を示したことから、今後学校

と調整することになった。 

                      【継続】 

１１ ９ ８ 

６ 
小学生

（女） 

 

母 

 

いじめ 

友人から無視さ

れるようになっ

たり、女子のグ

ループから問

題を起こしたと

言われ、学校

に行けなくなっ

た。 

 

本児・両親と面談し、本児の希望を確認

したところ、「担任の先生からクラスの皆

に、自分が問題を起こしていないという

ことを話してほしい」と言った。 そこで、

学校を訪問し、本児の気持ちを伝えると

ともに状況確認を行った。学校は、本児

と友人との関係性について良く把握して

おり、本児からの訴えに丁寧に対応して

いた。その後、学校と情報共有しながら

見守りを続けたところ、休校期間中に学

校で補習を受けられるようになった。今

後は、進級による新たな環境での様子

を見守ることとなった。 

                      【継続】 

５ ３ ３ 
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No 
対象の

子供 
相談者 種別 主訴 結果等 

審議

回数 

面接

回数 

調査

調整

回数 

７ 
小学生

（男） 

 

母 

 

学校 

関係 

同級生とのトラブ

ルがきっかけで

身体症状が出る

ようになり、クラス

に入ることができ

なくなった。 

 

本児・父母と面談したところ、同級生との

トラブルについては落ち着いているが、

トラブルへの学校の対応が原因で、担

任と教頭への拒否感が強くなっていた。 

学校を訪問し、状況確認を行ったとこ

ろ、校長が本児を理解し、きめ細かい

配慮をしていることが分かった。その

後の面談で、本児自身が校長室登校

を望んでいたことから、学校は学校内

に本児の居場所を作ったり、柔軟に個

別対応を取るなどした。その後、徐々

に教室で授業を受けられるようにな

ったことから、本児・母親の意思を確

認して終結とした。 

                      【終結】 

４ ３ ３ 

８ 

小学生

（女） 

 

中学生 

（女） 

 

本人 

 

施設 

関係 

女子寮の応援に

入った男性職員

が、女子との距

離が近かったり、

セクハラぽい行

為をした。 

 

本児らと面談し現在の状況を確認したと

ころ、現在その職員は女子寮を担当し

ていないので直接の接点はないが、す

れ違う時ににらまれるとのことであった。

次に、当該職員と面談し本児らの訴え

た内容について確認したところ、セクハ

ラ行為は認められなかったが、無意識

のうちに近づいたことがあったかもしれ

ないことや目付きが悪かったことについ

ては認め、反省した。再度本児らと面談

し、当該職員が反省していたことを伝え

たところ、本児らは納得した。そこで、本

児らの意思を確認して終結とした。 

                      【終結】 

３ ３ １ 

計 ４５ ２９ ２７ 

※ 審議回数：審議に及ばない報告の回数は含まない。  

  面接回数：子供本人・保護者との面接回数。   

  調査・調整回数：関係機関への訪問など、調査や調整を行った回数。 
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表 12 前年度からの継続面接相談等の状況            （令和 2年 3月 31日現在） 

No 
対象の

子供 
相談者 種別 主訴 結果等 

審議

回数 

面接

回数 

調査

調整

回数 

１ 
小学生

（男） 

 

父 

 

いじめ 

同学年の子か

らいじめを受

け、学校に相

談したが解決

せず、不登校

になっている。 

 

本児・保護者と面談し、本児の希望を確

認したところ、現段階では当委員会に求

めることはなく、保護者も本児の意思を

尊重するということであった。その後、学

校が、校内や登下校時に加害児童と接

触しないような配慮を行ったこと等により

徐々に学校に通えるようになった。本児

が中学校進学後に父親と面談したとこ

ろ、問題なく通学できているとのことであ

ったため、父親の意思を確認して終結

とした。 

                      【終結】 

１ 

（５） 

１ 

（４） 

０ 

（１） 

2 
中学生

（女） 

 

本人 

 

いじめ 

同じ部活に所

属する同級生

数人から、ちょ

っかいを出され

たり、悪口を言

われたりしてい

る。自分がいじ

られている立

場 を や め た

い。 

 

本児と面談し、本児の思いを学校に伝

えてほしいか聞いたところ、「最近、

いじるのを止めてと言ったので、もう

少し様子を見たい」と言った。その後、

定期的に本児の状況を確認したとこ

ろ、徐々に本児が相手と距離を取れる

ようになり、本児自身が気にならない

状況になった。中学 3年の 2学期に本

児に電話をしたところ、部活も終了

し、特に困っていることはないとのこ

とであったため、本児の意思を確認し

て終結とした。 

                      【終結】 

１ 

（２） 

０ 

（１） 

０ 

（０） 

3 
小学生

（女） 

 

父 

 

いじめ 

学校内や学童

に移動する際

に、同級生数

人からいじめを

受けている。担

任にいじめの

相談をし続けた

ところ、怒った

ような態度をさ

れるようになり、

相談ができなく

な っ て し ま っ

た。 

 

本児・父親と面談し、本児の希望を確認

したところ、「いじめられているつらい気

持ちを先生に分かってもらいたい。同級

生と仲良くしたい」と言った。 そこで、

学校を訪問し、本児の気持ちを伝えると

ともに状況確認を行った。本児は、言葉

に出して表現することが得意でないこと

ことから、学校に対して、本児の特性を

ふまえた関わり方や、引き続き本児を見

守ることを依頼した。その後も、同級生と

のトラブルはあったが、学校の適切な対

応などにより、比較的順調に学校生活

を送れるようになった。進級後に本児と

面談したところ、本児にきつく当たって

いた子のほとんどが他のクラスになり、

順調に通学できているとのことであった

ため、本児・父親の意思を確認して終

結とした。 

                      【終結】 

１ 

（７） 

１ 

（４） 

１ 

（４） 

                             （回数はいずれも延べ数。以下同じ） 
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No 
対象の

子供 
相談者 種別 主訴 結果等 

審議

回数 

面接

回数 

調査

調整

回数 

４ 
小学生

（女） 

 

本人 

 

いじめ 

授業中に同級

生の男子数人

から「死ね」と言

われてから、身

体に症状が出

るようになり、学

校に行けなくな

ってしまった。 

 

本児・母親と面談し、本児の希望を確認

したところ、「死ね、などと言わないでほ

しい。先生は、いじめや悪口があったら

すぐに解決してほしい」と言った。 そこ

で、学校を訪問し、本児の気持ちを伝え

るとともに状況確認を行った。学校は、

いじめに対して早期に対応しており、本

児の気持ちを理解しようとする姿勢が感

じられた。学校に対して、本児が徐々に

学校に通えるようにするための環境整

備を依頼した。その後、本児は学校に

行くことを試みたが、心身の症状が出た

ため、学校に行くことができなかった。主

治医がそれまでの経過観察から転校を

勧め、本児も転校を希望したことから、

転校することとなった。進級後に本児と

面談したところ、楽しく学校生活を送れ

ているとのことであったため、本児・母親

の意思を確認して終結とした。 

                      【終結】 

１ 

（９） 

２ 

（７） 

１ 

（５） 

５ 
小学生

（女） 

 

母 

 

いじめ 

「死ね」などと書

かれた手紙が

本児のロッカー

に入れられ、翌

日から学校に

行けな く な っ

た。学校は、手

紙を書いた子

が名乗り出るの

を待っていると

のことだが、未

だに連絡がな

い。 

 

本児・母親と面談し、本児の希望を確認

したところ、「誰が、どんな気持ちでその

手紙を書いたのか知りたい。その上で、

クラスの皆と仲良くしたい」と言った。 そ

こで、学校を訪問し、本児の気持ちを伝

えるとともに状況確認を行った。学校

は、手紙を書いた子を特定するのは難

しい状況であった。その後、学校が、同

級生からの手紙を本児の家に届けたり、

図書館登校の体制を整えるなどしたこと

により、本児は放課後学校に来ることが

できるようになった。進級後は徐々に授

業に出られるようになったが、クラスメイト

とのトラブルなどをきっかけに、再び学

校に行けなくなった。学校は、できる限り

の対応を続けたが、本児の体調不良も

あり、学校に行けない状況が続いた。今

後は、進級後の様子を見守ることとなっ

た。 

                      【継続】 

５ 

（１０） 

３ 

（６） 

２ 

（５） 
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No 
対象の

子供 
相談者 種別 主訴 結果等 

審議

回数 

面接

回数 

調査

調整

回数 

６ 
小学生

（男） 

 

母 

 

学校 

関係 

同級生にからか

われたのでやり

返したら、学校

は、自分の言い

分を聞かず、一

方的にいじめとし

た。 

 

本児・母親と面談し、本児の希望を確認

したところ、「当事者全員の言い分を聞

いてほしい。それが変わらない限り学校

に行けない」と言った。 そこで、学校を

訪問し、本児の気持ちを伝えるとともに

状況確認を行った。学校は、学校の対

応に落ち度があったことを認め、本児と

担任が話をする機会を設けるという提案

をしたが、本児は受け入れなかった。4

月に本児は他県に転居したが、転居後

に本児に電話をし、担任の謝罪の言葉

を伝えたところ、本児は、「相談して少し

気持ちが楽になった」と話した。 

                      【終結】 

１ 

（４） 

１ 

（４） 

０ 

（２） 

７ 
小学生

（女） 

 

母 

 

学校 

関係 

同級生の特定の

女子からいじめ

を受けている。そ

の都度、担任に

相談したが、改

善されなかった。 

 

本児・母親と面談し、本児の希望を確認

したところ、「相手から謝ってほしいし、

学校は何かあった時に、しっかり聞き取

りをしてほしい」などと言った。 そこで、

学校を訪問し、本児の気持ちを伝えると

ともに状況確認を行った。本児と相手児

童の言い分には食い違いがあり、相手

児童もストレスを感じていることが分かっ

た。進級にあたり、学校は本児と相手児

童を別クラスとし、互いの接触を避ける

ような配慮をしたため、子供同士のトラ

ブルはほとんどなくなった。一方、学校

は、相手児童が嫌な思いをしたことから

本児から相手児童に対するいじめがあ

ったと認知したが、本児はこれに納得せ

ず、この件については教育委員会に相

談中とのことであった。そこで、しばらく

の間様子を見守ることとなった。 

                      【継続】 

７ 

（８） 

５ 

（６） 

２ 

（３） 
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No 
対象の

子供 
相談者 種別 主訴 結果等 

審議

回数 

面接

回数 

調査

調整

回数 

８ 
小学生

（女） 

 

母 

 

学校 

関係 

下校班でのトラ

ブルや同級生の

女子からの度重

なる意地悪があ

ったが、その時

の担任の対応が

原因で不登校に

なった。 

 

本児・母親と面談し、本児の希望を確認

したところ、「自分が学校に戻れるように

なるために、クラスの皆が仲良くして、そ

れを先生が見守ってくれるような学校に

してほしい」とのことであった。 そこで、

進級後に学校を訪問し、本児の気持ち

を伝えるとともに状況確認を行った。進

級により担任が替わっていたが、学校は

本児と直接話をすることができず、本児

の本心を知りたがっていた。そこで、再

度本児と面談した上で、今後の進め方

等について学校と相談した。その後本

児は、徐々に学校に通えるようになり、2

学期の宿泊学習にも参加できた。今後

は、進級による新たな環境での様子を

見守ることとなった。 

                      【継続】 

４ 

（５） 

２ 

（３） 

２ 

（２） 

計 
２１ 

（５０） 

１５ 

（３５） 

８ 

（２２） 

※ 審議回数：審議に及ばない報告の回数は含まない。  

  面接回数：子供本人・保護者との面接回数。   

  調査・調整回数：関係機関への訪問など、調査や調整を行った回数。 
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コラム 調査専門員から ひとこと 

 

 

  

 

 

子どもの支援に終わりはない 

 

                          調査専門員  平戸ルリ子 

 

 学生時代に社会福祉の対人援助技術について指導を受けた教授から言われたことがあ

る。それは、「人の支援に終わりはなく、ある一時に支援が上手くいったからといって、

それをもって成功したなどと短絡的に決めてはいけない。何がおこるか分からないのが人

生で、とくに子どもの場合は、関わった以降の時間が長いのだから、その後の継続した見

守りこそが大事」ということだった。 

その教授は、幼児期に接点を持ち始めた子どもたちのグループとその親御さんたちに対

して、20年以上にわたり関わりを持ち続け、寄り添い、ある時はアドバイスをし、ある

時は傍観者に徹し、分析や研究を続けておられていた。若い大学院生だった私は、その意

味を頭では理解しながらも、直接の指導教授でなかったこともあり、話を半分くらいに聞

いていたと思う。今になって、それを思い返し、あの時の教授の言葉の鋭さや対応の凄さ

を実感している。 

2019年度、私は複数のケースを担当させていただいた。数回にわたり調査調整活動を

し、かなりの良い結果・感触を得たものが多かった。ケースは順調に終結を迎えたり、あ

るいは、最終確認面接を残すのみのものが大半であった。ところが、その後、家族構成に

急激な変化があり、学校や行政機関と連携して行うはずだった支援が振り出しに戻ってし

まったケースや、新型コロナウィルスでの登校自粛の影響もあってか、前の面接時には良

好であったのに、再度本人や家族の心身の状態が不安定な状態に逆戻りしてしまったケー

スなどがみられた。これは私にとって大きな衝撃であった。 

私は、調査専門員をさせていただいてから、かなりの年数が経っている。この間を振り

返ると、ほとんどのケースが順調な経過で進んでいて、皆こじれずに良い形での終結を迎

えていた。今考えると、それは、事務局の方々の支えや、学校の協力、そして何よりも、

子ども本人やご家族の努力に大いに支えられていたのかもしれないのに、そこに自分自身

への奢りはなかったかと大いに反省している。少し先には何が起こるか分からない、だか

らこそ、今をしっかり調査調整をし、どんな状態になっても、子どもが生き生きと権利侵

害と感ずることなく生活していけるような状態にして背中を押さなければと、今年度決意

を新たにした。 

子どもの権利擁護委員会は、子どもに対して権利侵害があったかを調べ、あったとすれ

ばそれを改善するために調整していくことが活動内容であり、子どもの人生にずっと寄り

添っていくことが業務ではない。しかし、相談時に綺麗な形で事をまとめて終結にしてい

くことだけが、その仕事でもない。2019年度のケースは、私に学生時代の恩師の言葉を

思い出させてくれ、初心に帰らせてくれた。次期もその気持ちを大切にして、事務局・電

話相談の皆様、周囲の方々の力をお借りしながら、努力をしていきたいと思う。 
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初回面談の難しさ 

 

                          調査専門員 大竹 智 
 

 私たちの活動で最も優先されることは、子どもの声を聴くことである。そのため、親御

さんと面談に来られても、親御さんには席を離れていただき、子どもとだけの時間（場）

を持つようにしている。 

 子どもは親御さんの前では言えないこともあり、時には親御さんの顔色をうかがいなが

ら質問に応えている子どももいるからである。そして、子どもの多くは、私たちとの時間

において本心を語ってくれる。これは、電話相談に始まり、面談に至るまでの時間の経過

（過ごし方）が、当事者としての子どもの声として語ってくれているように思う。 

 また、子どもたちは面談が始まり親御さんとの 1時間程度のやり取りを横で観察（時に

は応答）している中で、本心を語っていいかどうか判断しているかもしれない。私にとっ

ては見極められる緊張の時間でもある。 

 このような初回面談の中で、子どもの声として一筋の涙で終わってしまった事例もあっ

た。この子の心の声はなんだったのだろうか。あの一筋の涙は何を語っていたのだろうか。

今でも忘れられない。 
 

 

 

 

学校教育現場における「特別な配慮」 

 

                            調査専門員 中谷茂一 

  
 子どもスマイルネットにおける相談はその内容が多岐にわたるが、相談対象となる子ど
も（18歳未満）の日中の居場所が「学校」である年数が長いため、結果として学校教育
現場を舞台とした困りごとが占める割合が高くなっている。 

 状況としては、①子ども同士の問題、②発端は子ども同士の問題であるがその対応にお

ける教員側の問題、③教員の子どもへのかかわりの問題の 3点に大きく分けられる。 

 解決に向けて県内の幼稚園から高等学校まで数多くの関係者と面談を重ねてきたが、子

どもと保護者への学校側の対応についてここ数年で飛躍的に丁寧で配慮ある対応が見ら

れるようになってきたと感じる機会が増えてきている。また、そうした対応をしている教

員・学校ほど問題が生じても複雑化せずに早めに解決をしていく傾向にある。社会全体が

各種ハラスメント問題に意識的になり、対応が進んできていることとも関連しているので

はないかと考えているが、旧来の「指導的対応」から伴走者としての「支援的対応」にシ

フトして共感的理解を基本とする教職員の姿勢が定着しつつあるのではないだろうか。 

 一方、そのような新しい時代の子どもとの関係性構築の模索の中で旧来の「叱咤激励」

型のかかわりが現代の子どもにマッチせずに教員側の意図が逆効果になり信頼関係を損

ねる事例も散見されている。 

 教員側が子どもに行動の変化を求めたい事柄があって、自尊心を損ねずにそれを育みな

がら子どもが自己を振り返るように導きをしていくのは、声かけ一つとっても様々な工夫

が必要であり容易なことではない。しかし、そのひと工夫が特定の子どもだけでなく、全

体への好循環を生むと思われる。その工夫であるが、筆者は以前から特別支援教育におけ
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る知見を全体の子どもに応用することが必要ではないかと感じていた。 

 日野市教育委員会では、何かハンディキャップがあると診断された子どもだけに指導方

法を特化するのではなく、通常の学級の授業の展開において、特別支援教育の視点を活用

した学級環境や指導方法の実践と検証について継続して取り組んできており、全教員の取

組の基準「ひのスタンダード」として研究している。日野市ではこれらを「授業のユニバ

ーサルデザイン化」と呼んでいる。「ユニバーサルデザイン」とはハンディキャップのあ

るなしにかかわらず誰にとっても使いやすい機能を組み込んだデザインを指すが、それを

集団教育の方法に関し試みているものである。特別支援教育の研究結果の知見を通常の学

級でも広く取り入れ、授業の展開や板書、教材などについて音声や文字情報だけでなく、

図や写真、記号などを積極的に活用するなど授業改善をしたのである。その結果、学習障

害の要素がある子どもだけでなく、クラス全体、学校全体として授業内容の理解が向上し

たというデータが確認されている。 

 日野市教育委員会の報告書（平成 28 年度発達障害の可能性のある児童生徒等に対する

早期・継続支援事業成果報告書）の一節に「『特別な支援』が特別でなくなることを、全

体的な教育効果の指標として評価していきたい。」という記述があるように、これまでの

特別支援の研究成果は実は全ての子どもに有用であることを示している。日野市の取り組

みからもわかるように、学校教育における子どもとのかかわりにおいて特別支援教育の知

見を通常学級の教員も研修等で十分に理解することで全体の教育力の向上が見込まれ、ひ

いては子どもとの信頼関係も向上するであろう。 
 『教育支援資料 ～障害のある子供の就学手続と早期からの一貫した支援の充実～』（平
成２５年１０月 文部科学省初等中等教育局特別支援教育課）の中に、「本人の自己肯定
感が低下することのないような対応をすることが重要である。そのためには，叱責するよ
りも望ましい行動を具体的に示したり，行動の良い面を積極的に探して褒めたりすること
が効果的である。」という記述がある。様々な相談で子どもと教員の双方の様子を見てき
た立場からは、この指摘は正に全ての子どもとの関係構築にあてはまる重要な基本姿勢で
あると断言できる。つまり、「特別な配慮」が「一般的な配慮」として共有・定着するこ
とが望まれる。今後も、スマイルネットの活動を通じてこうした知見のより一層の理解促
進がはかられるよう微力ながらお手伝いさせていただければ幸いである。 

 最後に、これまでの活動をとおして私が感じているスマイルネット活用のメリットを記

したい。 

 ① 利害関係のない第三者が間に入ることによって、感情的な葛藤が非常に強くなって

いる子ども・保護者と教員側の意思疎通が冷静に図ることができる。 

 ② 教員側が子ども・保護者に理解して欲しい点を第三者の立場で伝え相互理解を促進

することができる。教員の指導上の考えや前後の状況等、学校側の見解も相談者側に丁寧

に伝ることで相互理解を図り問題解決へ生かしていくことができる。 

 ③ 管理職による教員の指導に第三者の見解を活用できる。日頃から校長・教頭等管理

職がアドバイスを教職員にされているであろうが、個々の教員によっては子ども・保護者

からの訴えの解決に向けて管理職と見解の相違が起きることがある。その際、第三者の意

見を紹介いただくことで問題の理解促進と教員間の共通認識を図っていく情報の一つと

なる。 

 ④ 訴訟に発展する前に両者の調整を図る機会をもてる。問題が非常にこじれてしまっ

た場合、保護者は訴訟を検討する場合がある。そのような事態を予防することにもつなが

る。 

 また、私見として、調査専門員による対応事例のアプローチの類型化を試みると以下の

３タイプが抽出できる。なお、下記は複数の事例の共通項で構成したモデルとしての事例

である。 

 Ａタイプ エンパワメント型アプローチ 
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 小学生本人がクラスでいじめられていることについて相談してきた。しかし、「親にも

先生にも権利擁護委員会に相談したことを内緒にしてほしい」とのこと。放課後に地域の

図書館で待ち合わせて面談を実施。いじめの状況とその解決方法を子どもと一緒に考えて

みる時間をもつ。 

 幸いにも担任の先生がクラス内のいじめ対応に関して上手な対応が期待できるような

ので、勇気を出して先生に相談してみることを勧める。同時に、今回相談してくれたこと

を誉め、いじめ問題はいじめられている子どもだけで対応できる性質のものではないの

で、まわりの大人に助けをもとめることは全く恥ずかしくなく、必要なことであると、子

ども本人が一人で抱え込まないように助言をした。 

 Ｂタイプ 代弁型アプローチ 

 特定のクラスメートから度々いじめを受けているが、先生がきちんと対応してくれな

い。いじめられて大変いやな気持ちになっていること、きちんといじめている子を注意し

て実効的な対応をしてほしいことを先生に伝えて欲しい、という相談を受けた。 

 相談者との面談を踏まえて、学校長、担任と面談を数回実施し、子どもがおかれている

状況を理解してもらい、適切な対応について学校側に提案し、状況改善につながるよう子

どもの意見表明を代弁する活動を行い、学校の対応改善後、しばらく様子を継続して被害

がなくなったことを確認し、終結とした。 
 Ｃタイプ 調停型アプローチ 
 いじめられた側の子どもと保護者が加害者と学校側の対応に強い不満を抱き、明確な謝
罪を求める相談をしてきた。 

 双方の認識や言い分に相違点が複数あるため、学校側の協力を得た上で、複数の教員、

いじめた側の複数の子どもとも面談。双方の主張を調査専門員が伝えながら、葛藤状態の

緩和に努める。双方の気持を理解してもらった上で、三者が一堂に会して謝罪のテーブル

を設定した。自分の気持ちを理解してもらえたという実感をもち終結となった。 

 実際の活動は上記を組み合わせながら行う場合が多い。そして教職員等関係者の理解・

協力があって成立している。昨年度末は新型コロナ感染症への対応に忙殺される中、貴重

なお時間を作っていただいた学校もあった。この１年の関係各位にこの場を借りて感謝申

し上げたい。 

  

 

 

 

「りゆうがあります」 

 

                          調査専門員 角尾美奈 
 

 「りゆうがあります」という絵本をご存知だろうか。ＰＨＰ研究所から出版され、文章・

イラストともにヨシタケシンスケ氏が手掛ける、こどもだけでなく大人にも人気の絵本で

ある。この本に登場する男の子は、普段ついやってしまうが大人に見つかると怒られる行

為、例えばハナをほじる、ツメをかむ、貧乏ゆすりをするなどの行為について母親から咎

められた時、ちゃんとした理由があればやってもよいのではないかと思いつく。そして、

ハナをほじるのは（ほじっているのではなくて、と否定した上で）ハナの奥にスイッチが

ついており、それを押すと「ウキウキビーム」が頭から出て皆を楽しい気持ちにすること

ができるから、ツメをかむのは（これも否定した上で）ツメをくわえて大人には聞こえな

い音を出し、ゴミ捨て場のカラスを追い払うことができるから、貧乏ゆすりをするのは（こ

れまた否定した上で）実はモグラ語であり今日の出来事をモグラに教えてあげているから、
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というように、ちゃんと理由があるのだということを説明していく様子が描かれている。

この絵本では、後付けで理由を考えているところに違いはあるけれど、自分のしたことに

自分なりの理由があるということは、実はこどもの権利擁護において非常に大事なポイン

トになるのではないかと思うのである。 

 学校生活の中で、こどもが周りの友達や先生たちに対し、ある行為をしたとする。それ

が「悪い行為」ならば、当然先生は叱る。でも、なぜその行為をしたのかという理由、根

拠を抜きにしては、その行為の真の意味を理解できないのではないだろうか。勿論人はい

つも理性的に自分の行動を把握しているわけではないから、なぜがわからないことも多々

あるだろう。その場合、「どうしてかわからないけれど」が理由なのだろう。どうしてかわ

からないけれどしちゃったのだ。うまく説明できなかったら、その行為をしてしまった時、

どのような状況だったのか、どのような気持ちだったのかということを振り返ればよい。 

 例え許容されない悪い行為―友だちに意地悪なことを言ってしまったり、やってはいけ

ない場面で何かしてしまったり―があったとしても、その子なりの理由、言い分を十分に

聞き取らなかったことで後々拗れていくケースのどれだけ多いことかと思う。多くの場合、

普通に怒られて終わるようなことなのだろうが、よく聞けば前段階があって、その子なり

の理由や意図があることがある。行為自体はいけないことだけれど、なるほどそんな理由

があったか、そんな気持ちだったのかと、行為に至る経緯や心情をすくい取ることは大切

だ。その作業を怠ることは、事実確認、情報取集の不足という側面があるだけでなく、ち

ゃんと話を聞いてもらえなかったという深い傷つきが芽生え、やがて先生たちへの大きな

不信感を育てていく。以前、調査・調整活動の中でお世話になった校長先生が、これは押

さえておかなければならないというポイントは、例え時間がなくても工夫して子どもたち

に聞き取りをし確認しておく、ということをおっしゃっていた。その見極めのバランスが

大事であると。この判断は経験に依るところが大きいのかもしれないが、それでもやはり

大人たちは、常にこどもの「りゆうがあります」を尊重した態度を心がけ、関わっていく

ことが大切であると思うのだ。 

 ちなみに、「りゆうがあります」の後に同じ作者による「ふまんがあります」が出版され

ている。こどもの心に不満をつのらせないためにも、十分に理由を聞き取ることと注意す

ることがセットになって初めて、こどもの中に入っていく公正な指導になるのではないか

と考える。 

 最後になったが、今年度も、励ましや労いとともに、丁寧に案件を審議し道筋を示して

くださった委員の先生方、細やかで力強い支えをくださった事務局のお二人、日々様々な

相談に対応をいただいた電話相談員の方々のおかげで、調査・調整活動を進めていくこと

ができた。そして、ご多忙な中、関係機関の方々に協力的なご対応を頂いた。この場を借

りて、心より感謝申し上げたい。 

 



- 23 - 

Ⅳ 委員会の開催及び審議の状況について 

 

 １ 委員会の開催状況 

 委員会は、委員のほかに調査専門員も出席し、調査専門員が面接相談や調査・調整を行

った事案について報告し、各事案について対応方針などを審議することを基本としてい

る。令和元年度の委員会は、２か月に３回の開催を目安とし、計 18回開催した。 

 委員会では、権利侵害の相談を受けて調査・調整に入った事案について審議を行うほか、

まだ調査専門員の面接相談にはつながっていない電話相談についても、必要に応じて電話

相談員や事務局から委員会へ報告し、委員からの助言を得て相談援助活動の一助としてい

る。 

 

 ２ 委員会の審議状況  

 委員会での審議は、面接相談や学校などの関係先で調査・調整を実施した事案の状況に

ついて調査専門員が詳細に報告し、委員による質疑、意見交換を行い、委員会としての意

思決定を行っている。 

 令和元年度の委員会では、新たに面接相談を実施した 8 件（表 11 参照）と前年度から

継続した 8 件（表 12 参照）、合わせて 16 件の事案について、延べ 66 回（報告を含める

と 116 回）の審議を行った。新規の１事案当たりの審議回数は、最多で延べ 11 回、平均

は延べ 5.6回であった。前年度から継続している事案の１事案当たりの審議回数は、最多

で延べ 10回、平均は延べ 6.3回であった。 

 審議の結果、16件のうち 9件が終結に至り、7件が翌年度への継続となった。終結とな

った 9件の内訳は、前年度からの継続事案が 5件、新規事案が 4件であり、令和 2年度へ

継続する 7件の内訳は、前年度からの継続事案が 3件、新規事案が 4件である。 

 

 表 13 事案の処理状況 

年度 
前年度から 

継続 
新規 合計 終結 

次年度へ 

継続 

R1 8 8 16 
9 

（継5、新4） 

7 

（継3、新4） 

H30 3 10 13 
5 

（継2、新3） 

8 

（継1、新7） 

      ※ 「終結」、「次年度へ継続」の（ ）内の「継」は前年度からの継続 

         事案、「新」は当該年度の新規事案 
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コラム 委員から ひとこと 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症と「子どもの貧困対策」の必要性 

 

委員 愛沢隆一  

 

新型コロナウイルス感染が驚異的なスピードで世界中に広がっています。2020年 4月 8

日、国連子どもの権利委員会は、パンデミックが子どもたちに及ぼす重大な身体的、情緒

的および身体的影響について警告するとともに、子どもたちの権利を保護するように求め

る声明を発表し、各国に対して緊急に行動すべきことを呼びかけました。 

日本の子どもたちも厳しい状況に置かれています。感染拡大は比較的に抑えられている

と言われますが、日々の生活は一変しました。社会が大きな危機に瀕した時、弱い立場に

ある子どもの権利は厳しい状態に置かれます。雇い止めや休業の広がり等で多くの保護者

が経済的困難に直面しています。以前から食事を満足に摂れない子どもの存在が指摘され

ていましたが、給食も子ども食堂も中断していました。家族の不安定は、家庭内の暴力や

こども虐待の増加にもつながります。家族の危機は子どもの危機と直結しています。 

私は、児童相談所の児童福祉司として長年子ども虐待対応にあたってきました。目にし

たのは虐待の背景にある子どもと家族の窮状でした。重篤な事例ほど、食事に事欠くほど

の貧困と保護者の疾病や失業、不衛生な環境等重複した課題を抱えて地域で孤立していま

した。しわ寄せは一番弱い子どもに向かいます。こども虐待が始まる根底に貧困と孤

立がある場合が多く、困難を抱えた家族に支援が届いていない状況を痛感してきまし

た。 

日本の「子どもの貧困率」は 2015年の調査で 13.9%、全国で２８０万人以上の子ども

が貧困状態にあるとされています。しかし、現状では貧困状態にある子どもが一層増加し

ていると思われます。貧困の実態は見えにくく、多くの子どもと家族に支援は届いていま

せん。 

2013年に成立した、「子どもの貧困対策法」により制定された、「子どもの貧困対策に

関する大綱」が 2019年 12月に見直されました。大綱では「学校」を「子どもの貧困対策

のプラットフォーム」と位置付けています。スクールカウンセラーとスクールソーシャル

ワーカーの配置を推進して福祉と教育の連携強化を図り、学校が貧困状態にある子どもを

発見して生活支援や福祉制度に繋げる役割を担うことが明記されました。 

また、困っている家庭ほど声をあげられず支援が届きにくいという課題があり、社会的

に孤立して必要な支援が受けられず、一層困難な状況に置かれることを指摘しています。

生活保護や各種手当等の経済支援は、生活の基礎を支える条件として確保する必要がある

こと、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることのないよう、 貧困が世

代を超えて連鎖することのないよう、子どもの貧困対策を総合的に進める必要性を述べて

います。 

子どもの養育は家族の責任とする考え方がいまだ色濃く残っています。必要な支援を利

用する事、必要な支援を届ける事が社会の当たり前になっていません。しかし、子どもと

家族が安心して暮らせなければ、子どもの生きる権利・育つ権利は守れません。 
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コロナ感染症の広がりにより、危機状況に直面する子どもと家族は急増していると思われ

ます。今こそ、コロナウイルス感染症拡大防止と並行して、学校と福祉関係機関が連携し

て子どもの貧困対策に積極的に取組む必要があるのではないでしょうか。 

 

 

 

 

子どもの権利擁護を目指して 

 

                             委員 小寺智子 

 

１ 今年度の審議状況 

 今年度の埼玉県子どもの権利擁護委員会の審議案件は前年度からの継続案件を含め

て延べ 16件あり、私は委員の１人としてこれら審議に関わらせていただきました。案

件に応じよりよい決着を検討するため議論を重ねることができましたこと、関係各位

の深いご理解とご協力の賜物と存じます。この場をお借りして御礼申し上げたいと思

います。どうもありがとうございました。 

 

２ 審議に際し改めて思うこと 

  当委員会は「子どもの権利擁護」のための組織であり、これを目指して日夜考え努力

していることは紛れもない事実です。これまで終結した案件では多くの方々から感謝の

お言葉をいただき、その意味で一定の成果をあげていると言えるでしょう。 

  しかるに、現実の審議運営にあたっては、種々限界を感じることが多く、いかにその

限界を見据えながら、どのようにして子どもの権利擁護を図っていくのか、模索してい

るというのが実情です。 

 

３ ＮＨＫ連続テレビ小説「エール」を見て 

  そうした中、現在放映中のＮＨＫ連続テレビ小説「エール」を見て、日々励まされて

おります。このドラマでは、作曲家として大成しようと苦悩する青年と、これを力強く

支える妻の、両主人公のたくましい生きざまが話題となっています。 

  ぜひ私もこれに倣い、限界を感じて苦悩しながらも、子どもの権利擁護を目指して、

しなやかに取り組んで参りたいと存じます。 
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エッセンシャル ということ 

 

                             委員 庄司康生 

 

 今、新型コロナ禍の中で、エッセンシャルという言葉が重要な言葉として用いられてい

ます。私たちの生活を営む上で欠かせない仕事をしている医療・看護従事者、公共交通機

関職員、スーパーやドラッグストア店員、配達員といった人たちが、不可欠な仕事をして

いる人たち=エッセンシャルワーカーと呼ばれています。 

 私は教育学部で授業研究を専門としている人間なので、学校を先ず考えますが、学校、

教職員、保育者もエッセンシャルワーカーでしょう。子どもたちの生活の場であり、学び

の場である学校が休校になったとき、いかに家庭に、社会に、何より子どもたち自身にど

れだけ大きな影響を与えたかはかりしれません。学習面のみならず、家庭の逼塞、そして

給食がなくなったことが子どもたちの栄養摂取にさえ深刻な影響を与えるというわが国

の状況は哀しいものがあります。 

 福祉も同様です。これまででさえ、家庭で学校で苦しい状況を生きなければならない子

どもたちが、さらに厳しい状況に追い込まれる一方になっていることをどうしたらよいの

かと思います。 

 エッセンシャル=不可欠ということは、あらためて私たちに大切なものは何か問いかけ

ているようにも思えます。今まで何気なく(ではなかったとしても)通り過ぎられていた私

たちの生活、家庭や社会、生きること、育てること、学ぶことにおける「エッセンシャル」

を私たちは今、あらためて気づくチャンスにいるのかもしれません。 

 人とつながれない状況になって、「つながる」ということの意味に気づかされる・・・。

差別や偏見が自分の中にもあり、それに何もしないことで荷担していたという罪の意識に

気づき、初めてデモに参加してみる。あるいは、人に対して感染させないという気遣いが、

実は自分に返ってくる気遣いであることに思いいたる・・・。 

 だいぶ以前、若い人たちに新人類とか宇宙人といった言葉が言われた頃、「情けは人の

為ならず」ということわざの意味が変わったと言われます。情けをかけるとその人のため

にならないから、情けはかけない方がいい・・・電車で席を譲るとその人を老人扱いする

ことになるから譲らない・・・。 

 しかし、今、人のためにすることが人のためだけではない、自分に返ってくることだ、

ということが社会の基本になる(かもしれない・なり得る)状況が生まれてきているのかも

しれません。人工知能・Big Data・ロボットが中心となる第 4 次産業革命、あるいは現

実と仮想空間が融合する新たな社会=Society 5.0 が到来すると言われる今、それは人間が

より人間となり得るとともに、ならなければならない社会とも言えるのだと思います。 

 人間が人間であることの意味が問われ、それによってしか人間が人間であり得ない社

会、まさに人間のエッセンシャルが現し出され、確かめられなけれがならない状況に今、

私たちはあるのだと思います。 

 それは希望のようにも思えますが、一方、私たちは単純に簡単にその方向に行けないよ

うです。むしろ、これからますます格差が拡大し、貧困と紛争が拡大する・・・、その拡

大と戦い、抗いながらでしか、私たちは人間のエッセンシャルを広げ、確かにしていくこ

とはできないようです。矛盾している人間という存在と社会。そこでの戦いと抗いにおい

て、人権という最もエッセンシャルなものを守り、構築していこうとする本委員会の意義

は、ますます大きく重要なものとなると思います。 
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 これまで、電話相談を受け、調査専門員が出向いて調査し関わる・・・事務局がそれを

下支えする・・・。それはいつも地道で具体的で、見過ごされるような小さなことをてい

ねい根気づよく大切にしてきたことの積み重ねです。その中にこそ、これからの人間の希

望が見い出せるのだと思います。 

 調査専門員と電話相談員ならびに事務局の献身的な仕事は、まさにエッセンシャルワー

クとして大切な意義をもつものと思います。委員の私も、その一端を担うことができれば

幸いと思うところです。 
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Ⅴ 広報・啓発活動の状況について 

 

 １ 広報カードの配布 

  子どもスマイルネットの電話相談について子供たちへ周知するため、広報カードを約

20万枚作成し、7月に県内全ての小学校・中学校・特別支援学校の小学 4年生・6年生及

び中学 2年生へ配布を行った。配布後の時期には子供本人からの電話相談が増加している

ことから、学校での子供へのカードの配布が電話相談窓口を知ってもらうことに大変役立

っていると考えられる。 

 また、8月に行われた「ヒューマンフェスタ」や 11月に行われた「こども食堂フォー

ラム」などのイベントにおいて、カードの配布を行った。 

 

 ２ リーフレットの配布 

  子どもの権利擁護委員会（子どもスマイルネット）について広く県民に周知するため、

リーフレットを 3万枚作成し、10月に県内全ての小学校・中学校・高校、特別支援学校に

配布を行った。 

 また、前述のイベント等でも、リーフレットの配布を行った。 

 

 ３ その他の広報活動 

 子どもスマイルネットについて、県内各戸に配布している県の広報紙「彩の国だより」9

月号に掲載した。 

 また、ＦＭ・ＮＡＣＫ５（ラジオ）の「モーニングスクエア」6月、12月の放送におい

て、子どもスマイルネットへの相談を呼び掛けた。 

 さらには、市町村が発行する広報誌やガイドブック、リーフレット、民間団体が発行す

るミニコミ誌への掲載を働き掛けた。    

 また、埼玉県が全庁的に行っている「県政出前講座」の１つとして「子供の権利」をテ

ーマとした講座を登録し、令和元年度は計 4回の依頼を受け、子供の権利や子どもスマイ

ルネットの活動について講義を行った。 
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Ⅵ 今後の委員会活動に向けて 

 
１ 委員会の目標と課題 

埼玉県子どもの権利擁護委員会は、子供への権利侵害に関する相談に応じ、また具体的

な申立てを受けて関係者・関係機関への調査・調整を行い、当該権利侵害からの簡易迅速

な救済を図ることを活動の中心としている。また、当該権利侵害の救済に併せて、今後の

予防措置をも提案している。さらに、子供の権利擁護に関する普及・啓発も本委員会の職

務の一つである。 

本委員会は設立当初から、活動の目標と課題として次の３項を挙げ、具体的な事案への

対応を中心に取り組んでいる。 
 
（１）子供の権利侵害案件の確実な解決を図ること。 

 そのために、調査・調整活動の充実と委員会への関係機関等の理解と協力を確保するべ

く、本委員会に対する信頼の維持に努めること。 
 
（２）子供の権利侵害を発生させない環境づくりに貢献すること。 

そのために、審議案件の概要、要検討事項及び委員会の対応方針を本書により公表し、

現場における検討材料を提供すること。 
 
（３）子供の権利擁護を社会の共通認識としていくこと。 

そのために、子供の権利を尊重し、権利侵害を許さない意識の普及・啓発を図ること。 

 
２ 令和元年度の審議案件の概要と今後の要検討事項 

令和元年度に調査・調整・審議を行った案件は、前年度からの継続案件が 8件、新規案

件が 8件、計 16件であり、その多くが学校における問題であった。 

これらの中には、いじめや子供同士のトラブルが発端ではあるが、担任をはじめ管理職

等の対応への不満が主訴の要因となっているケースもあった。 

教職員の指導方法等の問題のケースもあった。また、学校等側も対応に努めているもの

の、子供の特性への理解と対応が必ずしも十分ではなかったケース、事実関係についての

学校等側と保護者側との認識の相違のために保護者側の学校等側への不満となったケース、

初期対応での保護者との行き違いが尾を引いてしまうケースなどもあった。 

 一方、相談の当初は学校等への不満が高まっていても、学校等側の取組の姿勢や努力が

伝わることで不満が解消されていったケースもあった。 

 こうした状況を踏まえ、以下の３点を今後の要検討事項として挙げることとする。 
 
（１）子供の特性への理解と配慮 

子供と教職員とがトラブルになったケースの中には、発達や情緒上の課題が見られる場

合や、生育環境等を原因として様々な言動を示す子供もいる。教職員側がこのような子供

の特性への理解と配慮が不十分のまま、通常の指導等による問題解決を試みた場合、改善

効果を期待することは困難であり、学校等側と子供（保護者）側との認識の相違により、

かえって信頼関係が損なわれる恐れもある。 

子供と教職員とのトラブルにせよ、子供同士のトラブルにせよ、その子供の特性や背景

への理解が不十分のまま、子供の言動を問題視し、一般的な指導等を強めるだけでは子供

の問題行動の解決や改善につながらないことが多い。仮に、担任等による指導が適切では

ないと学校等側が認知した場合には、管理職が個別具体的な事実関係を双方からの事情聴

取等によって迅速に把握し、当該教職員に対する適切な指導や助言等により、不適切な指

導態様を改善させることが必要であろう。 
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教職員だけではなく、スクールカウンセラーやさわやか相談員等の活用が、特性に応じ

た指導に効果的な場合もあり、適切な指導者の見極めも重要であろう。 
 
（２）事実関係の明確化と保護者への説明 

 学校等でのいじめや子供同士のトラブルについて、保護者と学校等との認識に相違が見

られる場合が少なくない。このような場合、保護者は、学校等側が教職員をかばって事実

を隠しているのではないか、又は、加害者側の言い分を鵜呑みにしているのではないか、

対応が不公平ではないか、といった不信感を募らせることがある。 

それを回避するためには、学校等側はできる限り早い段階で、被害者側及び加害者側双

方の保護者に、学校等側の調査し把握した事実関係を開示して、学校等側の認識を明らか

にすることが必要であろう。被害者側又は加害者側と学校等側との認識の相違を全て解消

することは困難な場合が多いであろうが、学校等側はその認識を基礎付ける根拠を示しな

がら、丁寧に説明する姿勢を示すことが必要であろう。 

さらに、被害者側の子供及び保護者に対し、加害者側の子供の特性や背景等を踏まえて

現在どのような指導を行っているのか、今後どのように指導する予定であるかについて、

必要な説明をすることが適当であろう。 

また、加害者側の子供及び保護者に対しては、被害者側の子供の受けた心身の傷や不安

の原因となった加害者の言動を具体的に特定し、何ゆえにそれが、悪意のない遊び、ふざ

け、からかいを超えた加害行為となるのかを丁寧に説明することが再発防止に有効であろ

う。それは、その場限りの反省や謝罪にとどまらず、その後の指導を通じて子供の成長に

つながるものと考える。 

学校等側は被害者側にも加害者側にも振り回されることなく、毅然として、慎重な調査

に基づく学校等側の事実認識を開示し、被害の救済と加害行為の再発防止のために取り組

んでもらいたい。 
 
（３）管理職のリーダーシップによる学校におけるチーム対応 

教職員はその経験や教育等方針に基づき子供の指導等に当たるが、教育等の場面におい

ては、教職員と子供との間でトラブルが生じる場合がある。かかる場合には、管理職がリ

ーダーシップを発揮し、教職員の指導方法について改善策を指導したことにより、事態が

好転したケースがあった。 

発生した問題に対しては、管理職、特に校長がリーダーシップを取り、対応方法を指導

する、また、サポートチームを設けて関係教職員が連携を図って具体的な支援方法を確立

させるなど、学校全体としての体制を作り、取り組むことが、解決のために効果的であろ

う。 

また、子供たちへのスマートフォン等の急速な普及に伴い、ＳＮＳ（ソーシャル・ネッ

トワーク・サービス）を利用した外部からは見えにくい中でのいじめ等、子供同士の問題

等が深刻化していることから、それらに対処するための態勢づくりに取り組むことが一層

求められるところである。 

 
３ 今後の委員会活動に向けて 

当委員会は、保護者や学校などの関係機関、言い換えれば大人から話を聴くだけではなく、

子供の持つ事実認識と被害感情を確認するために、子供自身から可能な限り話を聴き、子供

の意見や希望を踏まえる活動スタイルを採っている。このことは、子供の権利を擁護して最

善の利益を図るためには、子供自身の声を聴くことが不可欠と考えているからであり、子供

の感情やわがままに振り回されることを意味するものではない。 

しかし、これは大変時間と労力を要することでもある。ケースによっては、「楽しい学校

生活を送りたい」という子供の願いから、かい離してしまい、学校等側を追及したいという
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保護者の思いが前面に出てきてしまうこともある。委員会では限られた人員と時間の中で

個々のケースへの関わり方を模索しているが、子供の話を丁寧に聴くというスタイルを堅持

しながら、面接相談、調査・調整活動の充実に今後も努めていきたい。 

令和元年度に調査・調整活動を行ったケースの多くは学校に関わるものであったが、学校

以外の施設など、子供たちが生活・活動する場での権利侵害の訴えもあった。そのような場

合においても、学校の場合と同様、子供の権利侵害の救済のための最善の方法を探索すると

の視点で取り組んでいきたい。 

当委員会への申立ては、おそらく各地で起きているトラブルの一部に過ぎず、各地で発生

する類似のケースは、それぞれの現場で、それぞれの関係者により解決されていかなければ

ならないものである。そのため、当委員会では、審議事案から得られた教訓を公表すること

によって、それぞれの現場での解決の一助となるよう、今後も取り組んでいきたい。 

学校等の現場において、一人一人個性のある子供たちを相手に、様々なトラブルに出会い

ながら、教職員をはじめ多くの人々が努力や苦心を重ねている。しかし、問題を指摘せざる

を得ない指導や子供への配慮に欠けた対応による権利侵害はなくなってはいない状況にあ

る。このため、委員会は、申立事案から得た教訓を教育などの現場に還元していくことで、

問題発生防止の一助としたい。 

令和元年度の審議案件から垣間見られる教訓を挙げたが、これらはその年度のみに特有の

ものではない。個々の事案で現れ方は異なるが、毎年度、共通する課題が見て取れる。 

なお、国においては、平成 29年 3月、いじめ防止対策推進法の附則による同法施行後３

年の状況を踏まえ、いじめ防止基本方針の改定がなされた。同基本方針には、「学校の設置

者として実施する施策」として、スクールソーシャルワーカー等の配置等のほか「人権擁護

機関等との連携等の体制整備を図る」ことが新たに明記されたところである。同基本方針を

参酌して本県、県内市町村及び各学校においても、それぞれ基本方針の改定がされたところ

であり、今後、学校との連携が求められる人権擁護機関として当委員会の役割がますます高

まるものと推察される。 

このような中にあって、条例により設置された当委員会の特長である第三者機関として、

子供・保護者と学校等との当事者間の信頼関係が損なわれている事案などにおいて、教育・

福祉分野にとらわれず、他の関係法令による機関にはない調整機能を生かしていくことは、

現行法制度を補完・拡充するものとして極めて効果的なものと考える。そのためには、今後

も当委員会の機能を子供たちや保護者に一層広く普及啓発していくことが不可欠であると

考える。 

当報告書により、学校等の現場において、子供の権利侵害を未然に防ぐとともに、子供の

最善の利益を確保していただくことにつながれば幸いである。 


