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はじめに  

 
	 私たち宗像市次世代育成支援対策審議会（以下「審議会」といいます。）は、平成２２年

７月２９日に市からの諮問を受け、「宗像市子ども基本条例」素案策定の活動に取り組んで

きました。平成２３年９月２０日には中間答申を行い、その中間答申について、パブリッ

ク・コメントを通じて市民のみなさまから多くの意見をいただきました。そして、このた

び、お寄せいただいた意見を踏まえ、最終答申書「宗像市子ども基本条例」の基本的な考

え方をまとめました。 
	 宗像市子ども基本条例（案）の策定を開始してから１年と５ヶ月、１８回に渡る審議を

重ねてきました。中間答申書でも述べましたが、条例案を策定するにあたっては、「絵に描

いた餅ではなく実効性のあるものにする」ことを目標としてきました。そのためには、条

例をわかりやすくする必要があります。そこで、「子どもの権利」「大人の責務」「子どもに

やさしいまち」を３つの柱として内容の検討を行い、ひとつひとつを章としてまとめまし

た。また、実効性のあるものにするために、啓発についての章を設け、子どもの権利救済

のための制度を盛り込みました。 
	 この最終答申に基づいた「宗像市子ども基本条例」が制定され、子どもが自らの可能性

を伸ばし、将来に夢を持てるよう、子どもと大人が共に手を取り合って、お互いを尊重し

ながら生活する、そのような宗像市になることを願っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成２３年１２月１９日 
 

宗像市次世代育成支援対策審議会 
会長	 横	 山	 正	 幸 
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第１章	 なぜ「子ども基本条例」をつくるのか  

 
	 この章では、「子ども基本条例」とは何か、なぜ条例1を制定する必要があるのかについて、

まとめています。 
 
１	 「子ども基本条例」とは何か 

 
一般的に、子どもに関する条例には、非行対策や有害な環境からの保護を目的とした「健

全育成型」、子育てに不安を持つ親などの支援など子育て施策の推進を目的とした「子育て

支援型」、子どもの権利の保障を目的とした「子どもの権利型」の３つのタイプがあります。

また、子どもの権利型条例には、子どもの権利の理念や子ども施策の方向性を定めた「宣

言・理念型」、子どもの権利侵害に対する相談・救済など、個別の課題に対応した「個別型」、

子どもの権利の理念、計画策定や普及啓発などの施策、相談・救済制度、施策検証制度な

ど、子どもの権利保障や子ども施策を総合的に定めた「総合型」があります。 
	 今回の条例制定の目的は、「大人が果たすべき役割を明確にし、子どもの権利を守ってい

くこと」「将来にわたって子どもの権利について普及、啓発を行い、家庭・地域・学校など

の中できちんとした理念のもとに子どもを育成することができるようにすること」「宗像市

の子ども施策の法的根拠とすること」です。以上のことから、宗像市が制定を目指す「子

ども基本条例」は、「健全育成型」「子育て支援型」「子どもの権利総合型」すべての内容を

盛り込んだ、今後市が実施する子ども施策すべての「基本」となる条例になります。その

ため、名称についても「子ども基本条例」としています。 
 
 
２	 「子どもの権利」とは何か 

 
	 「子ども基本条例」に盛り込む予定の「子どもの権利」とは一体どういうものなのでし

ょうか。ここでは、そのことについて整理してみたいと思います。 
 
（１）「子どもの権利」の歴史  
 
人類の歴史において、長い間、子どもは過酷な労働を強いられるなどの不当な取扱いを

受けてきました。「子どもの権利」という考え方が広く一般的に知られるようになったのは

２０世紀に入ってからで、そのきっかけとなったのは２度の世界大戦でした。 
人類が初めて経験した世界規模の戦争である第一次世界大戦において、多くの子どもた

                                                   
1 条例：地方公共団体が法令の範囲内において制定する、制定した地方自治体において効力を発揮するきまりのこと。 
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ちが犠牲になりました。その反省から、１９２４（大正１３）年、国際連盟において「児

童の権利に関するジュネーヴ宣言」が採択されました。この宣言では、子どもの保護され

る権利が強調され、「人類は児童に対して最善のものを与える義務を負う」という目標が掲

げられました。 
	 しかし、すぐに第二次世界大戦が勃発し、再び多くの子どもたちが犠牲になりました。

そこで、戦後発足した国際連合において、世界平和と人権の保障を同時に実現するために、

１９４８（昭和２３）年に「世界人権宣言」が採択されました。この宣言は、すべての人

が保障される人権の国際基準を示したものですが、「教育を受ける権利」「保護される権利」

など、子どもの権利を保障する内容が盛り込まれました。 
	 その後国際連合は、１９５９（昭和３４）年１１月２０日に「児童の権利に関する宣言」

を採択します。この宣言においても「人類は児童に対して最善のものを与える義務を負う」

という目標が掲げられ、「子どもの最善の利益の保障（狭義）」「生まれたときから名前、国

籍を持つ権利」「教育を受ける権利」「遊ぶ権利」「保護される権利」などが盛り込まれまし

た。 
	 その後、１９６６（昭和４１）年には児童固有の権利として「保護される権利」「生まれ

たときから名前、国籍を持つ権利」が盛り込まれた国際人権規約が採択されました。 
	 このように国際的に子どもの権利が認められる中、日本においても１９５１（昭和２６）

年５月５日に「児童憲章」が制定されています。 
	 これらの宣言や規約では子どもは主に「保護の客体」として捉えられていましたが、そ

こからさらに考え方を進め、「権利を行使する主体」であることを認めたのが、１９８９（平

成元）年１１月２０日に採択された「児童の権利に関する条約」（以下「条約」といいます。）

です。日本においても１９９４（平成６）年に批准2をして、国内法としての効力を持つこ

とになりました。 
 
（２）「子どもの権利」とその内容  
 
	 どのようなことが子どもの権利として認められているのでしょうか。ここでは、条約が

保障する権利について見ていくことにします。 
条約で規定された権利は、大人と同じ様に認められる基本的人権である「生きる権利」

と「参加する（意見を表明する）権利」、子ども固有の権利である「育つ（成長・発達する）

権利」と「守られる（保護される）権利」の４つに分類されます。「生きる権利」には、差

別をされないことや、病気や怪我をしたときには病院で治療を受けられる権利などがあり

ます。「参加する権利」には、自由に自分の意見を言ったり、集まってグループを作ったり、

自由に活動することができる権利などがあります。「育つ権利」には、教育を受けたり、遊

んだり、休んだりすることができる権利などがあります。「守られる権利」には、すべての

                                                   
2 批准：政府の代表が外国と署名・調印した条約を、後で国会が承認すること。これにより条約は正式に締結される。 
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暴力や虐待、いじめ、犯罪などから守られる権利などがあります。 
	 条約ではこのほかに、子どものかかわるすべての活動において「子どもの最善の利益」

を第一義的3に考慮することを原則として規定しています。 
子どもの本質は、「成長していつかは大人になる」ということです。その意味では、「育

つ権利」は、子どもの権利の本質であると考えられます。条約の中でも、子どもは成長・

発達する存在であるという観点から、さまざまな権利が保障されています。 
この条約の大きな特徴は、子どもを「権利を行使する主体」、つまり、子どもも大人と同

じように認められた存在であるという考え方を明確にしたことです。この条約が出来る前

までの子どもは、もっぱら保護の対象であり、また、「まだ子どもだから」「子どものくせ

に」あるいは「こうした方が良い」「こうしなさい」と、子どもであることを理由に行動が

制限されることが多い、大人から管理される存在でした。子どもの権利で言えば、「育つ権

利」が制限された状態にありました。この「育つ権利」を支えるのが、「意見表明権」です。

条約では、子どもに意見表明権を認めることにより、大人と同じ様に思いや考えなどを表

明することを保障しています。大人は子どもの目線に立って子どもの意見を受けとめ、子

どもにとって最も良いことは何かを考えて、それを実現することが求められています。こ

のことは、子どもの言う事をすべて受け入れなければならないということではありません。

大人の考えを「押し付け」ることを戒めているのです。大人と子どもが対等に話し合い、

意見がぶつかったときは、子どもにとって最も良いこと（子どもの最善の利益）は何かを

一番に考え、子どもの意見が正しいときはそれを受け入れ、間違っていると思ったときは、

正しく指導すれば良いのです。そうすることにより子どもは規範意識を身につけ、正しく

「育つ」ことができます。 
 
（３）「子どもの権利」とは  
 
	 それでは、「子どもの権利」とは一体何なのでしょうか。 
「子どもに権利を認めたらわがままになる」「権利を認めるなら義務を果たすべきだ」と

いう意見がありますが、本当にそうなのでしょうか。 
子どもの権利について考えるひとつのヒントが、日本国憲法にあります。子どもは教育

を受ける権利を持っています。しかし、教育を受ける義務は負っていません。義務を負う

のは、保護者です（第２６条）。条約を見ても、子どもの権利を保障する義務を負うのはほ

とんどの場合親や法定保護者、締約国とされています。 
例えば、ここに、生まれて３ヶ月の赤ちゃんがいるとします。この子は今、夜なかなか

寝ないという理由で、母親から虐待を受けています。命が危険にさらされている状況です。

もし、権利を認めてもらうために義務を果たさなければならないとしたら、この赤ちゃん

は、保護される権利を認めてもらうために、どのような義務を果たせば良いのでしょうか。

                                                   
3 第一義的：第一に考えなければならないさま。根本的。 
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もちろん、義務などありません。保護する義務を負うのは、大人です。 
逆の例を考えてみます。子どもには、法律で飲酒や喫煙をしてはいけない「義務」が課

せられています。では、この義務を果たすことで一体どんな権利が保障されるのでしょう

か。この義務を果たすことを条件に認められる権利については、どこにも書かれていませ

ん。子どもに飲酒や喫煙をしてはいけない「義務」を課しているのは、権利を認める対価

としてではありません。子どもにとって最も良いことを考えた場合、子どもの成長・発達

に悪影響があるからです。子どもには健康に有害なことから保護される「権利」がありま

す。子どもの飲酒や喫煙を禁止していることは、一見「義務」を課しているように見えま

すが、そのことにより実は子どもの権利を保障している、つまり、大人が子どもを守る「義

務」を果たしているのです。 
	 このように、子どもの権利に対する義務を有するのは、子どもではなく大人であるとい

うことを、改めて認識する必要があると考えます。 
「子どもの権利」とは、「子どもが大人へと成長するために必要不可欠なもの」であり、

何かの義務の対価として与えられるものではなく、誰にでも無条件に認められるものです。 
これまで大人は、「子どものため」と言って、子どもの意見は聴かず、安易に大人の理想

とする子ども像を子どもに「押し付け」ていたのではないでしょうか。その結果、子ども

の育ちが制限され、どの子も持っている伸びる可能性の芽を摘み取ってしまっていたので

はないでしょうか。 
	 その可能性の芽を摘み取らずに成長させることが、今、大人に問われています。それは、

「子どもにとって最も良いことは何か」を考え、「子どもの目線」を大人が持つことにより

達成されるのではないでしょうか。 
 
 
３	 なぜ「（仮称）子ども基本条例」が必要なのか 

 
	 なぜ「子ども基本条例」は必要なのでしょうか。その理由について、整理してみたいと

思います。 
 
（１）条例制定への疑問について  
 
	 「国が法律を制定していないのに、どうして条例を制定する必要があるのか」という疑

問の声を聞くことがあります。確かに、日本政府は、「条約締結によって、わが国が負うこ

とになる義務は既存の国内法令で実施可能であり、現行法令の改正を含めて新たな国内立

法措置は必要なく、また、新たな予算措置も不要である」という立場をとっています。そ

のため、条約に基づく法令は存在していません。しかし、２０００（平成１２）年４月に

「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律（平成１１年法律第８７
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号）」が制定されて以降、国と地方自治体の関係は対等・協力を基本とする新しい関係とな

っています。国が法令を制定しないからといって、それにならう必要はありません。宗像

市が必要と思えば、その自治権に基づき、条例を制定することができます。 
	 「条約があるのだから、わざわざ条例を作らなくても、条約の普及と啓発をすれば良い

のではないか」という考え方もあるかと思います。条約の普及と啓発は大切です。しかし、

条約はすべての国家を対象としたものであり、宗像市の個別の問題に対処することはでき

ません。そのため、宗像市独自の条例が必要となるのです。 
 
（２）子どもの権利とその救済・回復  
 
宗像市は、虐待、いじめ、不登校などの発生件数も少なく、児童・生徒によるシンナー

や薬物の濫用は０件を維持し、コミュニティ運営協議会や市民活動団体による子どものた

めの活動も盛んに行われるなど、子どもを取り巻く環境は比較的良好であります。しかし、

「少ない」ということは被害を受けている子どもが「存在する」ということを示していま

す。また、日本国内を見ても、ひきこもりや児童虐待は増加する一方であり、子どもの自

殺も後を絶ちません。子どもが安全安心に暮らしているとは必ずしも言えない状況にあり

ます。 
子どもの権利を守るためには、まず、子どもの権利とは何か、どのようなものがあるの

か、子どもを含むすべての人が知る必要があります。 
また、子どもの権利が侵害されたときは、迅速に救済・回復される必要があります。宗

像市には多くの相談窓口があり、子ども関係施設の職員や関係機関の職員も子どもの権利

を守るために日々取り組んでいます。しかしながら、子どもの権利を救済・回復するとい

う面では、必要な制度が十分にあるとは言えません。子どもの権利の救済・回復は、公的

第三者機関を置くなど、法的根拠をもって行う必要があると考えます。そのために、条例

の制定が必要となります。 
 
（３）大人の責務と役割  
 
	 「子どもの権利とは」で述べたように、子どもの権利に対する大人の認識や理解が十分

とは言えない状況です。また、その認識や理解の不足から、子どもの権利侵害が起こって

いる一面もあります。大人がこれまで持っていた子どもに対する考え方や見方を変えてい

く必要があると考えます。条例の制定は、そのきっかけとなります。 
一方で、「どのように子育てをしたら良いのかわからない」、「どのように子どもと接した

ら良いのかわからない」という、親の悩みもあります。また、核家族化、少子化が進行し

ている現在においては、親自身のストレスの軽減や社会参加の支援、子育て支援サークル

やグループの育成、地域による支援など、子育て支援についても、取り組んでいくことが
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大切です。そのことが、間接的に子どもの権利を保障することにもつながると考えられま

す。この子育て支援策についても、行動計画だけでなく、条例をもとに安定的に進めてい

く必要があります。 
	 しかしながら、「子どもにとって最も良いことは何か」という視点で考えると、子育て支

援が親の負担軽減に偏りすぎ、親を単なるサービスの一方的な受け手としてしまい、親の

子育て放棄を助長する結果となることは避けなければなりません。そのためには、親自身

も「育児力」や「家庭教育力」を高める必要があると考えます。 
	 また、子どもの育成は親だけでできるものではありません。子どもにかかわる大人全員

で取り組んでいく必要があります。最近は、地域のつながりが希薄となってきており、地

域の大人が子どもに声をかけることが少なくなっているように思います。加えて、子ども

が社会のルールに反することをしていても、大人が注意することがないように思います。

地域は子どもがいろいろなことを学ぶ場でもあります。まわりの大人が子どもを教え導く

ことで、子どもは成長し、そしてその事が親の子育て支援にもつながります。このような

「地域教育力」の再生も、極めて重要なことです。 
	 そして、子どもが多くの時間を過ごすことになる保育所・幼稚園・学校などが子どもの

権利の保障、そして子育て支援に関する重要な役割を担っていることは、言うまでもあり

ません。 
このように、子どもの権利を保障し、子育て支援を行うには、大人の社会全体で取り組

む必要があると考えます。そして市には、子どもに関わるすべての人に対して、支援し、

応援することが求められます。そのような体制づくりをするためにも、条例の制定が必要

となります。 
 
（４）子どもにやさしいまち  
 
	 「子どもにやさしいまち」という考え方は、ユニセフ4が推進する「子どもにやさしいま

ち」事業をふまえたものです。ユニセフによれば、「子どもにやさしいまち」とは、子ども

の権利を満たすために積極的に取り組むまちであり、必要な要素として、次の９項目が挙

げられています。 
①子どもの参画 

	 ②子どもにやさしい法的枠組み（条例の制定） 
	 ③まち全体に子どもの権利を保障する施策（子ども施策全般に関する行動計画の策定）	 

④子どもの権利部局または調整のしくみ（行政組織） 
	 ⑤子どもへの影響評価（子ども施策の検証） 
	 ⑥子どもに関する予算 

                                                   
4 ユニセフ：国際連合児童基金とも言う。すべての子どもたちの権利が守られる世界を実現するために設置された国際
機関。 
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	 ⑦自治体子ども白書の定期的な発行（子どもの置かれた状況の分析） 
	 ⑧子どもの権利の広報 
	 ⑨子どものための独立した権利救済・擁護活動 
宗像市においては、③④⑤⑥はすでに実施されています。残りの①②⑦⑧⑨についても、

この「子ども基本条例」が制定されれば達成に近づくことになります。 
	 このような子どもの視点に立ったまちは、大人にとってもやさしく、希望に満ちたまち

になると考えます。 
	 子どもにやさしいまちづくりを行うには、その過程に子どもが参加し、意見表明をする

機会が必要とされています（①子どもの参画）。そのための法的根拠としても、条例の制定

が必要となります。 
 
（５）将来を見据えた法的枠組みづくり  
 
	 現在宗像市の子ども施策は、「宗像市子育て支援計画」に基づいて行っています。しかし、

この「計画」や「憲章」、「宣言」いずれにも、法的拘束力はありません。しかし、条例は

「法」であり、子ども施策の法的根拠になると同時に、行政や市民に対し法的拘束力を持

つことになります。市長が交代しても、担当部署の職員が替わっても、条例に規定された

ことは、ぶれることなく、将来にわたって継続されることになります。 
	 その意味では、「子ども基本条例」は、今の子どもたちだけではなく、未来の子どもたち

に向けた私たちからのメッセージにもなるのではないかと考えます。 
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第２章	 これまでの取り組み  

 
	 この章では、「子ども基本条例」案を策定するためにどのような取組を行ってきたのかに

ついて、まとめています。 
 
１	 宗像市次世代育成支援対策審議会の開催経過 

 
	 宗像市次世代育成支援対策審議会では、これまで１８回会議を開催し、「宗像市子ども基

本条例」に盛り込むべき内容について検討を行ってきました（表１）。最初の４回はいわゆ

る子どもの権利条例を施行している自治体についての調査研究と、子どもとの意見交換な

どを通じて、宗像市の現状の把握を行いました。次に、どのような条例にするのか、大ま

かな骨子について検討を行いました。その後、具体的な内容について検討を重ね、９月に

は中間答申を行いました。１０月に行われた市民意見提出手続（パブリック・コメント）

を経て、今回の最終答申に至りました。 
 
	 表１	 宗像市次世代育成支援対策審議会における審議経過 

回 開催日 主な議題 

平成２２年度第	 ２回 平成２２年	 ７月２９日 先進地の状況について 

平成２２年度第	 ３回 平成２２年	 ８月３１日 市長・教育長との意見交換 

平成２２年度第	 ４回 平成２２年１０月	 ３日 子どもとの意見交換 

平成２２年度第	 ５回 平成２２年１１月１１日 子どもに関わる団体との意見交換 

平成２２年度第	 ６回 平成２２年１２月１３日 
意見交換を終えてのまとめ	 アンケー

ト結果について	 条例の骨子について 

平成２２年度第	 ７回 平成２３年	 １月２４日 
条例の骨子について 
（基本的な考え方） 

平成２２年度第	 ８回 平成２３年	 ２月２１日 
条例の骨子について 
（用語の定義など） 

平成２２年度第	 ９回 平成２３年	 ３月１５日 条例の骨子について 

平成２３年度第	 １回 平成２３年	 ４月２５日 
アンケート結果について、条例に盛り

込む内容について（子どもの権利） 
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平成２３年度第	 ２回 平成２３年	 ５月２３日 先進地の状況について 

平成２３年度第	 ３回 平成２３年	 ６月	 ６日 
条例に盛り込む内容について 
（大人の責務、役割） 

平成２３年度第	 ４回 平成２３年	 ７月	 ４日 
条例に盛り込む内容について 
（子どもにやさしいまちづくり） 

平成２３年度第	 ５回 平成２３年	 ７月２６日 
条例に盛り込む内容について 
（救済制度） 

平成２３年度第	 ６回 平成２３年	 ８月１８日 
条例に盛り込む内容について 
（啓発、検証、全体の再確認） 

平成２３年度第	 ７回 平成２３年	 ８月２３日 
条例に盛り込む内容について 
（全体の再確認） 

平成２３年度第	 ８回 平成２３年	 ９月１３日 
（仮称）子ども基本条例の基本的な考

え方（案）について 

中間答申 平成２３年	 ９月２０日  

平成２３年度第	 ９回 平成２３年１１月１７日 
市民意見提出手続の意見及びその回答

について 

平成２３年度第１０回 平成２３年１２月	 ６日 最終答申書について 

最終答申 平成２３年１２月１９日  

	  
 
２	 意見交換 

 
	 審議会では、宗像市の子どもの現状を知る一つの方法として、子ども及び日頃子どもの

育成に関わっている団体との意見交換を行いました。 
 
（１）子どもとの意見交換会  
	  
	 平成２２年１０月３日（土）に、小学生から高校生までの１６人の子どもと意見交換を

行いました。座談会形式で行い、和やかな雰囲気の中、参加した子どもたちからは積極的

に意見が出されました（表２）。 
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表２	 意見交換会における子どもの主な意見 
大人に対する要望 ・たばこのマナー（歩きたばこ、分煙）を守って欲しい。 

・車の騒音（エンジン音、オーディオ）がうるさい。 
生活環境について ・駄菓子屋など交流できる場が少ない。 

・街灯が暗いので増やして欲しい。 
・子どもの施設を増やして欲しい。 
・自然が多い。 
・バスの本数が少ない。 
・近くに友達が少ないので、人を増やして欲しい。 

子どもの責任、役割について ・社会のルールや家庭のルールを守ること。 
・命を大事にすること。 
・親に対して感謝の気持ちを持つこと。 

その他意見 ・大人の言うことは聞かないといけないと思うが、素直には

聞けないことが多い。 
 
 
（２）子どもに関わる団体との意見交換会  
 
	 平成２２年１１月１１日（木）に、５団体９人の方との意見交換会を行いました。日頃

の活動を通して感じることや、課題などについて貴重な意見をお聞きしました（表３）。 
 
	 表３	 意見交換会における子どもに関わる団体の主な意見 
子どもの印象について ・非常に可能性を持っている。 

・外で遊ばない。 
・自己肯定感が不足している。 
・塾や習い事やアルバイトで忙しい。 

大人がすべきこと ・いろいろなことを体験できる場と機会を与える。 
・子どもは「物」ではなくひとつの「命」であると認識する。 
・子どもの意見を受け止めた上で、子どもにとっての最善を

話し合う。 
条例に盛り込むべきこと ・地域コミュニティの活性化 

・権利の侵害に対する救済。 
・子どもの居場所づくり。 
・条例の内容を市民へ周知するしくみ。 
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３	 アンケート調査 
 
（１）子どもまつりにおけるアンケート調査  
 
	 平成２２年１１月３日（水・祝）に開催した子どもまつりの会場で、子どもと大人を対

象としたアンケート調査を行いました。多くの方に関心を持っていただき、子ども２４４

人、大人２５２人からの回答をいただきました。その内容と結果については、参考資料（Ｐ

４９～Ｐ５８）をご覧下さい。 
 
（２）学校におけるアンケート調査  
 
	 平成２３年１月３１日（月）から２月４日（金）にかけて、市立小学校に通う５年生全

員と市立中学校に通う２年生全員を対象に、アンケート調査を行いました。その内容と結

果については、参考資料（Ｐ５９～Ｐ６６）をご覧下さい。 
 
 
（３）市民アンケートでの調査  
 
	 平成２３年２月１日（火）から２月１８日（金）にかけて実施した市民アンケートにお

いて、「子どもの権利条約」の認知度調査を行いました。その内容と結果については、参考

資料（Ｐ６７）をご覧下さい。 
 
 
４	 意見募集 

 
	 平成２３年２月１５日号の広報紙において、市民のみなさんの意見募集を行いました。

その結果、６人の方と２つの団体からご意見をいただきました。これらの意見は、審議会

において参考とさせていただきました。 
 
	 ◆条例の制定について 
Ｎｏ いただいた意見 

１ 
宗像市の子ども基本条例は、幅広い市民（おとな）と幅広い年齢の多くの子ど

もたちによる意見交換を経て、制定して欲しい。 

２ 
日本が批准している「子どもの権利条約」の理念に基づき制定されることを望

みます。 

３ 今回子どもとの意見交換会が実施されてますが今後もぜひ骨子ができた段階等
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で子どもの意見を聞く機会を実施してほしいです。 

	 	  
	 ◆子どもの権利について 
Ｎｏ いただいた意見 

１ 

子どもたちが、公園などで安心して楽しく遊ぶことができる 
・ボール遊びを禁止する公園が多く、外で遊びづらい 

・公園で遊んでいると、周辺の住民から苦情が来て遊べない 

・小学生であっても、保護者の付き添いがないと、ボールなどで遊ばせてもらえない 

・公園を作るときに、広さやフェンスの高さなど、安心して遊べるように設計する 

２ 
安心して学校に通うことができる 
・学校の周辺であっても、歩道が狭く、または歩道がないために、自動車や自転車、反対か

ら歩いてくる人、犬の散歩の人とすれ違うときに、不安がある 
３ 不登校であっても差別されない 

４ 
不登校であっても教育を受けたい 
・学校、先生、保護者は、不登校や学校へ行き渋る子どもも一人の人間としてあたたかく受

け入れ、認めてほしい 

５ 

認めるべき子どもの権利 
・安心して生きる権利 

・意見表明の権利、聞いてもらう権利：表現遊びや表現活動の体験を保障する 

・ありのままの自分でいる権利 

・守られる権利：特に電子メディアによる有害な影響 

・自分を大切にする権利 

・遊ぶ権利、休む権利、健全に成長発達する権利 

	 	 宗像市の豊かな自然の中で五感を育てる体験や豊かな遊びの体験を保障する青少年（１

０代の子ども）にも豊かな子ども時代を保障する 

・文化的、芸術的活動に参加する権利：文化的活動、芸術的活動の機会を提供する 

・自分で決める権利 

・個別の必要に応じて支援を受ける権利 

６ 
健やかに、幸せに育つ環境を保障される、子どもが健康で健全な生活できる環

境 
７ 大人になることに夢を持てる 

８ 

安心できる居場所の確保、子どもが安心して、遊べる場所をつくる。（ハード面

だけではなく、見守る人をつくる。就園前の親子が遊べる場所は増加したが、

幼稚園以上の子ども、小学生の子どもが遊ぶ場所が少ない。特に外遊びをする

場所が少ない。充実して欲しい。） 
９ 情報を知る権利と守る権利 
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１０ ありのままの自分でいても祝福される権利 
１１ 個別の必要に応じて支援をうける権利 
１２ 安心して自信を持って生きられる権利 

１３ 
宗像市では文化芸術振興条例が策定されましたが、この条例のなかにも子ども

の権利として「文化芸術活動に参加すること」をぜひ盛り込んで下さい。 

１４ 
一つ一つの権利としては、子どもが安心し、それぞれの個性が生かされ尊重さ

れ、いろいろな体験を通して、判断し失敗しながら生きる力を身につけていけ

るそれらを丁寧に盛り込んでほしい。 

１５ 

命を育む食を保障される権利 
	 食育の大切さをいわれているが、現状では、朝食を食べていない子や、お菓

子やジャンクフードを日常的に食べている子など、子ども達が成長過程で必要

な食が確保されていない。健全な生活をおくるうえで欠かすことのできない、

必要な食を保障されるべきと思う。 
・体の細い子が多い。先進国においても飢餓状況の子どもがいると聞く。アレルギーが多い

ことも気になる。子どもの食が確保されているのか心配。 

・子どもの食について、これでよいのかと思うことが多い。ジャンクフードを日常的に食べ

ている子、朝食を食べてはいるがおにぎりだけの子、挙げるときりがない。 

・若いうちから自分の体を管理できるように、大人は指導すべきではないか。 

・子どもたちのダイエットが気になる。 

１６ 

安心していられる居場所が確保される権利 
	 子ども達はいろんなストレスにさらされている。友達と過ごすときや、家族

と過ごすときに、子ども達が安心して過ごすことができるところが必要。安ら

ぎの場所があって心を休めることで、元気を取り戻すことができる。 
・中学生が気軽に居られる場所がない。友達同士で集う場所、おしゃべりする場所、音楽が

できるところなどあるといいのに。大人が見ていてもつまらなさそうに見える。 

・児童館があると良い。 

・家が安らげる場になっているか。家がほっとできる場になっていないのでは？ 

・不登校児についての対応が不十分な気がする。担任や教職員が評価を気にして不登校児と

して認めていないのではないかと思うことさえある。不登校児とボーダーラインの子のい

く場所がない。 

・ストレスを感じている子どもが多い。 

・小さい子をほったらかしにして携帯をしている保護者を見かけることが多い。後ろから幼

児がついて歩いているシーンを見ることがある。 

１７ 
体験する権利・遊ぶ権利 
	 いろいろな遊びや体験が子ども達の生きる糧になる。遊びや体験の中で危険

を察知する能力や、人と人の関わり方、社会のルールなど多くのことを学ぶ。
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体験や遊びを通して身に付ける環境が今はなくなっているのではないかと感じ

る。 
	 子ども達は、失敗することから多くのことを学ぶ。一度失敗しても、つぎに

失敗しないためにはどうしたらよいのかを考えて、成長していく。しかし、今

の子ども達は失敗が許されないと思っている子も多い。失敗しても大丈夫だよ

と、安心して挑戦できる環境が大切。 
・子どもが思い切り遊べる場所が身近にない。公園でキャッチボールをしたくても近所の方

に止められたりする。また子どもの声がうるさいと苦情が出ることもある。 

・公園で遊ぶ親子を見かけない。自然の中で遊ぶこと、危険なことなどを教えられない。 

・自然のものを利用して遊べる子どもが少なくなっている。外で遊ぶ子どもがいない。昔は

自然の中で自分達で考えて遊んでいた。今は出来なくなっている。 

・物をあてがわれすぎて物がないと遊べないのではないか。 

・腹いっぱい遊べていない。（思いっきり遊べていない。） 

・少子化で兄弟がいない子どもが多い。また近所の子ども同士でワイワイ泣いたり笑ったり

しているシーンが少ない。 

・異年齢の子どもが遊ぶことが少ない。 

・遊ぶ仲間がいない。 

・体験の場が少ない。 

・成長の過程で経験すべきことが十分にできていないと感じる。（おつかいなども安心して行

かせられないということもある。） 

・少子化で家庭でも地域でも、以前は、生活の中で身についていたことの体験不足。いろい

ろ体験の機会をつくる必要がある。 

・失敗ＯＫの心構えで、子ども達で企画した「まつり」などしたら楽しそうだと思う。 

・危ないからと、大人が静止しがち。子どもの成長を疎外していないか。 

・失敗することが大切。 

１８ 

安全を確保できる権利 
	 子ども達は社会的に弱い立場にある。安全に過ごすには大人の保護が必要。

嫌な事があってもなかなか声に出せないことも多くある。安全を確保すること

は子どもの成長にとっても大切。 
・安心して外に出せない。（お使い、外遊び、登下校の安全） 

・虐待が起きている。近所にそうかもしれないと思う事例があっても連絡しにくい。またど

こに連絡してよいかわからない人が多い。連絡したら面倒なことに巻き込まれるのではと

考える人もいる。 

１９ 
自己肯定できる権利 
	 自分に自信を持てない子が多い。もっと「自分は大丈夫」と自信を持つこと

が大切。自信を持つともっと前向きに、もっと積極的に行動していくことがで
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きるようになる。 
・子ども自身の意見を聞くこと、発表する機会を作ることが大切。 

・親が自分に向いてくれていないのではないか、と感じている子がいるのでは？ 

・自己肯定感が低いと感じる。友達と付き合うとき、まわりの空気を読んで行動する子が多

い。自分に自信がもてないこと、仲間はずれにされるのを恐れることなどの理由が考えら

れる。 

・過保護、放任、それぞれ両極端な子どもがいる。 

 
 
	 ◆大人の責務、役割について 
Ｎｏ いただいた意見 

１ 

責務 
・子どもを、人格を持ったひとりの人間として考える 

・子どもにとって一番いいことを、こどもと大人がともに考えあう 

・子どもが本来持っている「自ら育つ力」を、子どもの年齢を成熟度に応じて支援する 

２ 
一方的に大人が、子ども育成するという視点ではなく、子どもを尊重し、これ

からの社会の担い手として、子どもと大人がともに育ち合う視点を持って欲し

いです。 

３ 
「市、家庭～が果たすべき役割」についてはそれぞれに責任のみを持たせるの

ではなく連携し、またかかわる仕組みづくりも必要になると思います。 
４ 子どもの問題は大人の問題であることを、大人が自覚する必要がある。 

５ 

それぞれの立場が果たすべき役割 
・市 

	 理念条例なので、多くの市民が「子どもの権利」について理解を深めるように進めていく

ことが、とても重要。 

	 職員も理解したうえで職務に当たれるよう研修会をしてください。 

・学校・地域・家庭 

	 ＰＴＡと地域で連携して「子どもの権利」について大人が学び理解し、そして子ども達に

もわかり易い言葉で伝えることが大切。 

 
	 ◆施策について 
Ｎｏ いただいた意見 

１ 
子どもをお客にしたイベントを増やすのではなく、子どもが自ら考えてやりた

いことをやれる場を作りたい。 
２ 子どもの意見を施設に反映できるしくみ 
３ 幼い子どもでも自分なりに喜怒哀楽の感性を働かせることができる、また、い
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のちや生きること・親子の絆・友情・思いやり・平和といったものを、生身の

人間が直接こどもの感性に働きかけることで、自分なりに感じ考えることがで

きる、生の優れた舞台芸術との出会いの大切さと、長期にわたり継続的に、生

の優れた舞台芸術と出会えるしくみ 

４ 

東北地方太平洋沖地震から 
・どのような時でも、安全なものを食べ、必要な薬が行き渡るように（アレルギー対応の食

品や見る子、薬などの備蓄） 

・緊急事態にまず対応できる《例えば学校単位の学童疎開》 

・子ども達に心に傷を残す環境から隔離して見せない事、大人が心置きなく復興に専心でき

る環境を整備する 

５ 
宗像在住の外国人も増えてきている。なかなか情報が入りにくい中、不安そう

な方も多い。その方々の子どもが気になる。まず、そういった大人にしっかり

対処していくことで子どもの気持ちも落ち着くのではないか。 

６ 
核家族化しているので、親が子育てに自信が持てないでいる。地域全体で、子

育てができるような環境を作ることが大切。 

７ 
乳幼児を持つ母親で、孤立している人がいる。（生活の中でストレスが多い）親

への子育て支援が必要。サロン的な場が地域の公民館などにもっとあるとよい。 
８ まちづくり等で、子どもに関わることは、子どもの考えを聞いてほしい。 

 
	 ◆啓発について 
Ｎｏ いただいた意見 

１ 

自分で意見表明ができない０歳児に代わって意見を言えるのが親です。将来親

となる子どもたちは、自分たちの権利について知り理解しておくべきであり、

そのためには家庭ではもちろん学校でも子どもの権利条約について学んで欲し

いと思います。 

２ 
子どもとおとなそれぞれを対象に、わかりやすく広報・啓発し、継続して学習

できるしくみ 
 
	 ◆相談・救済制度について 
Ｎｏ いただいた意見 

１ 
安心して何でも相談にのってくれる人がいる 
・学校（スクールカウンセラーなど）、地域、家庭、友人など 

・小学校でもスクールカウンセラーによる相談を行ってほしい 

２ 
条例の中で、人権を侵害された子ども自信がＳＯＳを発信できる場所、そのＳ

ＯＳをキャッチした子どもとともに人権回復に携われる機関が明確にされるべ

きだと思います。 
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	 ◆その他 
Ｎｏ いただいた意見 
１ 地域で子育て出来ているか？ 

２ 
社体、スポーツクラブなどで土日も忙しくしている子どもがとても多い。保護者

も同伴することが多く、家庭で過ごす時間が少なくなっている。 
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第３章	 条例に盛り込むべき内容  

 
１	 条例の構成	 

 
	 この章では、「子ども基本条例」に盛り込むべき内容についてまとめています。 
	 検討するに当たっては、最初にどのような内容を盛り込むのか大まかな章立てを行い、

その後に細かな内容を盛り込むという手順を踏んでいます。 
	 宗像市は、平成２３年４月から子ども部を設置して子どもに関する業務を一本化し、子

ども施策の推進に取り組んでいます。そのことから、宗像市における子どもに関する条例

は、「健全育成」「子育て支援」「施策の推進」「子どもの権利」「子どもの権利の保障」など、

子どもに関することをすべて盛り込んだ総合条例がふさわしいと考え、条例案の組み立て

を行いました。 
次のページから、実際の条例の形にならって盛り込むべき内容を提示し、審議会で論議

した内容等を示しながら、【考え方】という形で説明を行います。 
 
★宗像市子ども基本条例の構成  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前文  

第１章	 総則  

第８章	 雑則  

第２章	 子どもの権利  

第３章	 保護者、市民等、子ども関係施設及び市の役

割  
第４章	 子どもにやさしいまちづくり  

第５章	 啓発  

第６章	 子どもの権利の侵害に対する救済と回復  

第７章	 施策の検証  
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	 ２	 前	 文	 

 
	 前文とは、条文本体の前に置かれ、その法令の趣旨や理念、制定した目的などを書いた

ものです。 
 
◆前文 

子どもは夢と希望に満ちた、かけがえのない存在です。また、どの子も自分らしく

健やかに成長し、伸びる可能性を持っています。 
その可能性の芽を摘み取らずに成長させることが、今、大人に問われています。 
子どもは一人ひとりが権利の主体です。あらゆる差別や暴力から守られ、豊かな愛

情のもとで、生き、育ち、参加する権利があります。 
大人は、子どもの最善の利益を保障しなければなりません。そのためには、子ども

の気持ちをしっかりと受け止め、一緒に考えたり、体験させたり、教え導いていくこ

とが大切です。 
宗像市は、昔から交通や文化の要衝の地であり、人と人とのふれあいを大切にして

きたまちです。今もその精神がいきづいています。 
子どもはそのふれあいの中で、自分と同じように相手のことを大切にする心や、社

会の一員としての役割やルールを学ぶことができます。 
子どもが自らの可能性を伸ばし、自分の将来に夢を持てるまちは、すべての人にや

さしく、希望に満ちたまちになります。 
宗像市は、「子どもの権利」「大人の責務」「子どもにやさしいまち」を３つの柱とし、

子どもの健やかな成長が保障されるまちづくりを、子どもも大人も共に手を取り合っ

て進めていくことを宣言し、この条例を制定します。 
 
【考え方】 
	 「宗像市子ども基本条例」では、条例の「前文」を置いて、条例制定の趣旨の説明と、

市がこれからどのような考えで子ども施策を実施していくのかを宣言します。 
	 この条例を考えるにあたって、何を柱にするのかということをまず考え、「子どもの権利」

「大人の責務」「子どもにやさしいまち」を３本の柱としました。前文は、この３本の柱に

基づき内容を検討しました。 
	 １段落目では、「子ども」とはどのような存在であるかについて述べています。特に、「ど

の子も伸びる可能性を持っている」ことを、すべての人に理解してもらいたいという思い

があり、強調しています。 
	 ２段落目では、１段落目を受けて、大人が子どもの可能性の芽を摘み取らず、子どもの

エンパワメント5を支援する必要性を述べています。可能性の芽を摘み取る具体例として、

                                                   
5 エンパワメント：個人が自分自身の力で問題や課題を解決していくことができる社会的技術や能力を獲得すること。 
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子どもに長期間にわたって暴力をふるったり、いやがらせや無視をする虐待や、大人が何

でも与える、何でも受容する、いわゆる過保護の状態にすることにより、欲しい物を得る

ために努力すること、我慢すること、物を大事にすることなどといったことを子どもが身

に付ける機会を、知らないうちに奪ってしまっていることなどが挙げられます。 
	 ３段落目では、子どもは「保護の対象」であるだけでなく、「権利を行使する主体」であ

ると位置付けています。そして、その権利の代表的なものとして、「児童の権利に関する条

約（以下「条約」といいます。）」で保障されている「生きる権利」「育つ権利」「守られる

権利」「参加する権利」をここでは挙げています。 
	 ４段落目では、大人の責務について述べています。「子どもの最善の利益」とは、子ども

にとって最も良いことは何かということであり、この条例を解釈、運用していく上で、最

も大切な基本原則の一つであると考えています。その「子どもの最善の利益」を保障する

ためには、大人は、子どもの気持ちをきちんと受け止めること、どうしたらいいか一緒に

考えること、必要に応じて体験させること、間違ったことがあれば教え導くこと、を大切

にしなければならないことを示しています。 
	 ５段落目では、宗像市の特徴を述べています。宗像は、昔から大陸との交流が行われて

いたこと、筑前唐津街道の宿場町があり多くの旅人が訪れていたこと、そして国民健康保

険の発祥の地6であることからもわかるように、人と人とのつながりやふれあいを大切にし

てきた地域です。そのふれあいの精神は現在でも受け継がれており、住民自治組織である

コミュニティ運営協議会の活動などはその良い例であると言えます。 
６段落目では、５段落目を受けて、子どもが学ぶことの大切さを述べています。子ども

は一人の独立した権利の主体でありますが、そうであればこそ、社会を構成する一員とし

て果たすべき役割、守らなければならないルールなどがあります。また、大人や同じ子ど

もとのふれあいの中で、自分の権利を行使するには、相手の権利を理解し、お互いに調整

をしなければならないことに気づくと考えられます。それらのことを学び、身につけるこ

とができる場や機会が宗像市にはあることを述べています。 
	 ７段落目では、「子どもにやさしいまち」とはどのようなまちかを述べています。子ども

の権利を保障し、大人が正しく導くことにより、子どもは自らの可能性を伸ばし、自分の

将来に夢を持てるようになります。そのようにして成長した子どもが、また次の世代の成

長を促す良い循環が生まれます。また、子どもの権利を保障するということは、子どもが

まちづくりに参加することができることや、市が今後計画する施策には子どもの視点を取

り入れるということを意味しています。そうなることで、大人から子どもまですべての人

に対応した、やさしいまちが生まれることになります。 
	 ８段落目では、前文のしめくくりとして、３つの柱に基づき、子どもと大人が一緒にな

ってまちづくりを進めることを宣言しています。 

                                                   
6 国民健康保険発祥の地：宗像地域では、江戸時代から昭和初期にかけて、家族数や資産に応じた米又はそれに見合
う金銭を医者に渡し（定礼という。）、その見返りとしていつでも治療を受けられるようにしていた。 
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３	 第１章	 総則 
 
	 条例の第１章は「総則」として、条例の目的、用語の定義、保護者など各主体の責務に

ついて規定しています。 
 
第１条	 目的 

この条例は、子どもの権利を守るために、保護者、市民等、子ども関係施設及び

市の責務及び役割を明らかにするとともに、子どもにやさしいまちづくりの推進に

関する施策の基本となる事項並びに子どもの権利侵害の救済及び回復に関する事項

を定めることにより、将来にわたって子どもの権利及び子どもの健やかな成長が保

障されることを目的とする。 
 
【考え方】 
	 「宗像市子ども基本条例」を制定する目的は、「大人が果たすべき役割を明確にし、子ど

もの権利を守っていくこと」「将来にわたって子どもの権利について普及、啓発を行い、家

庭・地域・学校などの中できちんとした理念のもとに子どもを育成することができるよう

にすること」「宗像市の子ども施策の法的根拠とすること」です。 
この条例では、子どもにより身近な存在から順番に記述するようにしています。そのた

め、「保護者」→「市民等」→「子ども関係施設」→「市」の順番になっています。 
 
第２条	 定義 
	 	 この条例における用語の定義は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 子ども	 市内に住所を有する、１８歳未満の者をいう。 
(2) 保護者	 親又は親に代わり子どもを養育する立場にある者をいう。 
(3) 子ども関係施設	 子どもが育ち学ぶために、通学、通園、通所若しくは入所又は
利用する次に掲げる施設をいう。 
ア	 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）に規定する児童福祉施設 
イ	 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に規定する学校 
ウ	 社会教育法（昭和 24年法律第 207号）に規定する各種施設 
エ	 その他子どもが関係する施設 

(4)	 市民等	 次に掲げるものをいう。ただし、第１号に規定する子ども及び市外に住
所を有する１８歳未満の者を除く。 

	 	 ア	 市内に住所を有する者 
	 	 イ	 市内の事務所又は事業所に勤務する者 
	 	 ウ	 市内の学校に在学する者 
	 	 エ	 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 
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【考え方】 
	 「子ども」は、条約や児童福祉法と同じ１８歳未満と定義しています。１８歳以上２０

歳未満の高校生なども子どもと定義するかについて時間をかけて審議しましたが、市の子

育て支援計画の対象が１８歳未満であること、子どもの成長・発達を考えた場合、いつま

でも保護の対象とするのも適切ではないこと、また、既存の制度でも対応できるというこ

とから、対象外としています。 
他の自治体に住んでいて通勤・通学してくる子どもについての検討も行いました。条例

が効力を発揮できるのは宗像市民や市内滞在者に対してであるので、通勤・通学してくる

子どもも対象にはできるのですが、対象とした場合でも効果が限定的であること、また、

通勤・通学してくる子どもは条例の対象外であっても、通勤・通学する事業所や学校など

には条例が効力を発揮すること、それから、対象でないことを理由に対応を変えて子ども

の権利をないがしろにすることは考えにくいことから、条例の実効性を高めるためにも、

宗像市内に住んでいることを条件としています。 
	 「保護者」のうち、「親」とは、民法で規定する父母及び養父母（同法第８１８条）と児

童福祉法で規定する里親（同法第６条の３）を指します。「親に代わり子どもを養育する立

場にある者」とは、例えば、両親が失踪した子どもを養育している祖父母や児童福祉施設

の長などを指します。 
	 「子ども関係施設」として定義している「児童福祉法に規定する児童福祉施設」とは、

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害

施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児童施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、

情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センターです（同法第７条）。

「学校教育法に規定する学校」とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、

大学及び高等専門学校です（同法第１条）。「社会教育法に規定する各種施設」とは、公民

館、図書館、博物館、青年の家その他社会教育に関する施設です（同法第５条）。「その他

子どもが関係する施設」は、発達支援センター、青少年センター、子育て支援センター、

適応指導教室、学童保育所、へき地保育所、届出保育施設、コミュニティ・センター、専

修学校、各種学校、公園、スポーツ施設などを指します。 
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第３条	 責務 
	 	 保護者は、子どもの成長・発達についての第一義的責任を持つことを認識し、その

養育する子どもの権利を保障しなければならない。 
2	 市民等は、子どもに関わる場又は機会において、子どもの権利を保障しなければな
らない。 

3	 子ども関係施設の設置者、管理者及び職員（以下「施設関係者」という。）は、子
ども関係施設において子どもの権利を保障しなければならない。 

4	 市は、あらゆる施策を通じて子どもの権利を保障しなければならない。 
	 5	 保護者、市民等、施設関係者及び市は、第１項から第４項までの責務を果たすに当

たっては、お互いの立場を尊重し、協力して取り組まなければならない。 
 
【考え方】 
	 ここでは、子どもに関わるすべての人々が、それぞれの立場において、子どもの権利を

保障する責務を有していることを述べています。また、子どもの権利の保障や子育て、子

育ち及びその支援は、子どもに関わるすべての人々がそれぞれの役割を認識し、それを果

たすとともに、お互いの立場を尊重し、責任を押し付け合うことなく、社会全体で協力し

て行うことが大切であると考えます。 
具体的に、どのように保障しなければならないかは、「役割」として、第３章で述べます。 
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４	 第２章	 子どもの権利 
 
	 条例の第２章では「子どもの権利」について規定します。「子どもの権利」は、条約にお

いて「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」の４つに分類されている

ことは前述のとおりです。市民のみなさんから、子どもの権利に関するご意見をたくさん

いただきました。理想は、考えられるだけの権利をすべて条例に盛り込むことでしょうが、

それではきりがありません。今回子どもの権利をまとめるに当たっては、すべての権利を

網羅的に掲げるのではなく、宗像市の子どもの状況を踏まえて、特に保障されるべき権利

を規定しています。このほかにも、当然のことではありますが、日本国憲法及び条約で規

定された権利は尊重しなければなりません。 
 
第４条	 安心して生きる権利 
	 	 子どもは、安心して生きる権利を有する。ついては、主として次に掲げる権利が保

障されなければならない。 
	 (1)	 命が守られ、尊重されること。 
	 (2)	 愛情及び理解をもって育まれること。 
	 (3)	 温かい家庭の中で、家族と共に生活すること。 
	 (4)	 平和で安全な環境の下で生活すること。 
	 (5)	 あらゆる差別及び暴力を受けず、放置されないこと。 
	 (6)	 健全な発達を阻害する環境から守られること。 
 
【考え方】 
	 子どもが安心して生きるために保障される権利を、具体的に６つ規定しています。 
	 (1)は、条約の第６条に規定される「生命に対する固有の権利」について述べています。 
	 (2)は、子どもが健全に発達するためには、命が保障されるだけでなく、周囲からの愛情
と理解をもって育まれることが必要であることを述べています。 
	 (3)は、学校におけるアンケート調査の結果も踏まえて規定しています。宗像市において
は、半数の小学５年生が「家族と一緒に仲良く暮らす」ことを望んでいるという結果が出

ています（参考資料Ｐ６５を参照）。また、子どもまつりにおいて実施したアンケートの結

果でも、子どもが普段の生活の中で、守られていない、満たされていない権利として「家

族と一緒に仲良く暮らす」が２番目に多いという結果が出ています（参考資料Ｐ５８を参

照）。 
	 (4)は、子どもが安心して生きるための大前提であると考えられます。 

(5)の「差別」とは、人種や肌の色の違い、考え方、性別、社会的身分や家柄などにより、
正当な理由なく劣ったものとして不当に扱われることなどをいいます。また、障がいの有

無によって差別されることがあってはいけません。「暴力」とは、殴る蹴るなどの身体的暴
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力、無視やいやがらせなどの精神的暴力、性的暴力すべてを含んでいます。また、「放置」

とは、食事や衣服を適切に与えられない、病気なのに病院で治療を受けられないなど、養

育されていない状態（＝ネグレクト）にあることを言います。いずれも子どもにとって重

大な権利の侵害であり、絶対に許されないものであります。 
	 (6)の「健全な発達を阻害する環境」とは、具体的には、環境中たばこ煙7や環境汚染物質

などの健康に有害なもの、喫煙、飲酒、薬物の濫用、売買春、児童ポルノなどの性的搾取

や性的虐待、過激な暴力や性などの有害な情報、過剰なメディアとの接触、公共施設や交

通機関などにおける危険な環境などを指します。また、一方で、何でも与えられる、何で

も受容される、何でもしてくれるといった過保護、あるいは過干渉の状況の中で、何かを

得るために努力する意欲、我慢をするという耐性、人や物を大事にする心などが育たない

状況も見受けられます。このような状況のことも広く環境と捉えます。 
 
第５条	 自分らしく生きる権利 
	 	 子どもは、自分らしく生きる権利を有する。ついては、主として次に掲げる権利が

保障されなければならない。 
	 (1)	 個性が尊重され、その個性を伸ばすこと。 
	 (2)	 年齢に応じて、自分で考え、判断し、行動すること。 
	 (3)	 年齢に応じて、プライバシーが守られること。	  
	 (4)	 子どもであることにより、不当な取扱いを受けないこと。 
 
【考え方】 
	 子どもが自分らしく生きる権利を、具体的に４つ規定しています。 
	 「自分らしく生きる」とは、一人ひとりの個性や考え方が尊重されながら日常生活を送

ることができるということを意味しています。「自分らしく生きる権利」を認めると、子ど

もがわがままになるのを認めることになるのではないかという意見がありますが、ここで

いう「自分らしく生きる権利」は、他の人の権利を侵害してまで自分の権利を主張できる

ことを認めることを意味していません。この「他の人の権利の尊重」については、後ほど

子どもの役割のところでもふれます。 
	 (2)と(3)については、年齢や発達など子どもの状況に応じて考える内容や判断できる範囲、
行動できること、守られるべきプライバシーの内容が変化しますので、「年齢に応じて」と

いう表現を加えています。 
	 (4)の「不当な取扱い」とは、「子どもだから」「今時の子どもは」「子どものくせに」と言
って、必要以上に規制や決め付けをしてはいけないことを意味しています。例えば、包丁

を使って料理をしてみたいという子どもに、まだ危ないからと言って包丁を持たせないな

                                                   
7 環境中たばこ煙：喫煙者の吐き出す煙（呼出煙）とたばこの点火部から出る煙（副流煙）をあわせた呼称。受動喫
煙をすることにより、健康に影響を与えると考えられている。 
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ど、子どもの持つ可能性の芽を、「子どもだから」という理由で安易に摘み取るようなこと

がないようにしなければなりません。また、「子どものくせに口応えをするな」というよう

な言い方も、厳に慎まなければなりません。 
 
第６条	 豊かに育つ権利 
	 	 子どもは、様々な経験を通して豊かに育つ権利を有する。ついては、主として次に

掲げる権利が保障されなければならない。 
	 (1)	 学ぶこと。 
	 (2)	 遊ぶこと。 
	 (3)	 年齢に応じた生活のリズムが守られること。 
	 (4)	 良い事、悪い事及び社会のルールについてきちんと教えてもらうこと。 
 
【考え方】 
	 子どもが様々な経験を通して豊かに育つことができる権利を、具体的に４つ規定してい

ます。この育つ権利は、子ども固有の権利でもあります。 
	 (1)の「学ぶこと」は、子どもが成長・発達するために保障されなければならない、最も
大切な権利の一つです。教育、文化・スポーツ活動などを行う権利は十分に保障されなけ

ればなりません。 
	 (2)の「遊ぶこと」は、子どもの成長・発達に欠かせないものです。子どもは遊びを通し
て、様々なことを経験します。走ったり、ボールを投げたりすることで身体が鍛えられ、

集団遊びからはルールを守ることやお互い協力することを学びます。また、ごっこ遊びで

大人の模倣をすることにより、大人の役割を学び、将来必要となる技術を身につけること

が出来ます。このように、「遊ぶこと」は、子どもにとって大切な権利です。 
	 (3)の「生活のリズム」については、現在深刻な問題となっています。例えば、福岡県立
社会教育総合センターが平成２２年度に行った「幼児（３・４・５歳児）をもつ保護者の

子育てに関する調査のまとめ」によると、幼児が充分な睡眠をとるためには９時前に寝る

必要があるにもかかわらず、実際には３割に満たない子しかその時間には寝ていないとい

う結果が出ています。どのような影響があるか一例を挙げると、福岡県青少年アンビシャ

ス運動推進室が平成２２年度に行った調査では、就寝時刻が遅くなればなるほど自尊感情8

が低くなるという結果が出ています。また、前述の社会教育総合センターの調査によると、

テレビ視聴時間が長い子どもほど、朝食を食べる割合が減るという結果も出ています。以

上のことからもわかるように、生活のリズムを守ることは、子どもの成長・発達において

非常に大切な権利です。 
	 (4)は、子どもから奪われてしまっている権利のひとつであると考えられます。子どもは
大人から色々なことを教えてもらうことにより成長することができます。また、教えても

                                                   
8 自尊感情：自己に対する評価感情で、自分自身を基本的に価値あるものとする感情のこと。 
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らわないとわからないことがたくさんあります。昔の子どもは、地域の大人から声をかけ

られたり、叱られたり、教えてもらったりして多くのことを学んできました。しかしなが

ら、核家族化したことや、地域とのつながりが失われつつある中、その機会が失われてい

ます。また、大人の方も遠慮して子どもに声をかけない、「見て見ぬふりをする」ことが多

くなっているようです。子どもとの意見交換の中でも、子どもが守らなければならないこ

ととして、「社会のルール」が挙げられています（第２章Ｐ１０を参照）。子どもの行動や

発言で気になったことがあれば、その場できちんと教えてあげることが大切であると考え

ます。 
 
第７条	 意見表明及び参加する権利 
	 	 子どもは、自ら社会に参加する権利を有する。ついては、主として次に掲げる権利

が保障されなければならない。 
	 (1)	 自分の気持ち又は考えを表現するために必要なコミュニケーションの力を伸ばす

機会が得られること。 
	 (2)	 自分の気持ち又は考えを表明し、尊重されること。 
	 (3)	 年齢に応じて、意思決定に参加すること。 
	 (4)	 社会参加に関して、適切な支援が受けられること。 
 
【考え方】 
	 意見表明権は、子どもが社会の中で権利を行使する主体として認められることを保障す

る、特に大切な子どもの権利の一つでありますが、ただ権利として認めればいいというも

のではありません。近年、子どもが単語による「ひとこと会話」ばかりして、きちんと文

章でものが言えないということが問題視されています。いわゆるコミュニケーション能力

が育っていない状況です。このコミュニケーション能力は遺伝的に備わっているわけでは

なく、きちんと体験させ、育てていかないといけません。そうしなければ、意見表明の権

利だけ認めても現実には意見表明できない、ということになってしまいます。そのため、

まず(1)でコミュニケーションの力を伸ばす権利を保障しています。また、(4)についても、
子どもは社会参加の方法、ルールを知らないので、大人による情報の伝達などの支援が必

要であると考えます。 
	 ここで規定している意見表明や参加の権利は、子どもの権利の中でも特に大切な権利の

一つであると同時に、最も大人の理解と協力が必要な権利であるともいえます。子どもの

意見表明権を認めると、「わがまま」ばかり言うようになるのではないかという意見があり

ます。子どもは、「わがまま」を含めて言いたいと思ったことは何でも言っていい存在であ

ると考えます。しかし、それを全部受け入れるかどうかは別の話です。子どもにとって最

も良いことは何かを考えた場合、子どもの意見が受け入れられないことも考えられます。

これは、子どもの参加についても同じことが言えます。そのようなときは、大人は、何故
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意見が受け入れられないのか、又は参加できないのか子どもに丁寧に説明する必要があり

ます。それをしなければ、単なる大人からの「押し付け」になってしまいます。 
	 また、意見表明や参加の権利で議論されるもののひとつに、赤ちゃんに意見表明権があ

るのかということがあります。かつて赤ちゃんは何もできない弱い存在とみなされていま

した。しかし、赤ちゃんも生まれながらに色々な能力を持っていることが明らかになって

います。出生後、言葉での意思疎通ができるようになる前から、泣いたり笑ったりするな

ど、さまざまな方法で相手とコミュニケーションする存在であることや、自分の欲求を伝

えていることなどがわかってきています。赤ちゃんも権利を持っており、その権利を行使

しようとしているのです。その赤ちゃんの能力を知り、その思いを汲み取って、代理表明

することが必要です。 
 
第８条	 子どもの役割 
	 	 子どもは、自分の権利が尊重されるのと同様に、他の者の権利を尊重するよう努め

なければならない。 
2	 子どもは、いじめその他の他の者の権利を侵害する行為をしないよう努めなければ
ならない。 

3	 子どもは、家庭又は社会の一員としての役割を果たすよう努めなければならない。 
 
【考え方】 
	 子どもの権利は、生まれながらにして認められるべきものであり、義務や責任を果たす

ことを条件に認められるものではありません。しかしながら、すべての権利が無制限に認

められるものではないことは、条約において、表現の自由や思想・良心・宗教の自由、結

社・集会の自由などの権利の行使にある一定の制限が規定されていることからも明らかで

す。 
	 子どもは、自分の権利を行使するときは、他の人にも同じように権利があり、その権利

を侵害してはならないということを考えなければなりません。他にも、家庭や社会のルー

ルを守り、他の人に迷惑をかけないようにするために規範意識を身に付けなければなりま

せん。 
	 ここに規定したことは、義務ではなく、子どもが正しく権利を行使するために身に付け

なければならない、身に付ける権利が保障されなければならないことであると考えていま

す。そして、内容的に、大人が保障するだけではなく、子どもが自ら身に付けなければな

らないことであると考えるため、子どもの役割として規定しています。また、条約の中で

教育の目的（第２９条。参考資料Ｐ９６を参照）として掲げられている内容と矛盾するも

のではありません。 
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５	 第３章	 保護者、市民等、子ども関係施設及び市の役割 
 
	 この章では、子どもの権利を保障するために保護者、市民等、子ども関係施設、市が担

うべき責任を「役割」として規定しています。ここで規定する役割を果たすためには、「子

どもの最善の利益の保障」と「子どもの目線」を常に意識し、今までの大人中心の考え方

そのものを変えることが大切であると考えます。また、子どもに関わるすべての人々がそ

れぞれの役割を認識し、それを果たすとともに、お互いの立場を尊重し、責任を押し付け

合うことなく、社会全体で協力することが大切であると考えます。 
 
第９条	 保護者の役割 
	 	 保護者は、子どもにとって最も良いことは何かを第一に考え、かつ、愛情をもって、

子どもの成長・発達に応じた養育をしなければならない。 
2	 保護者は、子どもの年齢に応じた心身の発達に関する知識及び養育について習得す
るよう努めなければならない。 

3	 保護者は、子どもに基本的な生活習慣及び社会性が身に付くように努めなければな
らない。 

4	 保護者は、虐待、体罰その他の子どもの権利を侵害することをしてはならない。 
5	 保護者は、子どもの発達に有害なことから、子どもを保護しなければならない。 
6	 保護者は、子どもの個性に応じ、教育を受けさせるとともに、文化、芸術、又はス
ポーツに接する機会を作るよう努めなければならない。 

 
【考え方】 
	 ここでは、保護者が子どもの権利を保障するために担うべき役割について規定していま

す。 
保護者に子どもを養育する第一義的な責任があることは、責務のところで規定したとお

りです。その養育は、子どもにとって最も良いことは何かを第一に考え、そして、愛情を

もって行われなければなりません。「子どもにとって最も良いこと」とは、前文の「子ども

の最善の利益」をわかりやすく言い換えたものです。「子どもにとって最も良いこと」とは、

子どもの言うことを何でも受け入れることではありません。時にはがまんをさせること、

したいことをさせないことが、子どもにとって最も良い場合もあります。その場合は、子

どもと話し合い、お互い納得することが大切だと考えます。 
	 ２は、保護者が子どもについて知ることの大切さについて規定しています。知識の不足

から、無意識のうちにしていたことが実は虐待や放置であったという不幸なことが起きる

ことも考えられます。他にも、保護者自身が不安やストレスを抱え、そのことが間接的に

子どもに悪い影響を与えてしまうことも考えられます。そのような状況になることを予防

する意味でも、子どものことを知ることは大切なことであると考えられます。しかし、す
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べて自分でしなければいけないということではありません。保護者は子育てに関する支援

を受けることができます。そのことは、第４章で規定しています。 
	 その他、子どもの権利に対応した保護者の役割について、規定しています。５にある「子

どもの発達に有害なこと」は、子どもの権利のところで規定している「健全な発達を阻害

する環境」と同じ内容になります。保護者には、いわゆるメディア漬けの状態などに子ど

もがならないように保護する責任があります。４の虐待など子どもの権利を侵害すること

も、してはなりません。６は、市民のみなさんからも多くの意見が寄せられています。文

化芸術やスポーツなどの経験は、子どもの成長・発達にかかせないものです。 
 
第１０条	 市民等の役割 
	 	 市民等は、立場に関わりなく、子どもは「社会の宝」であると認識し、子どもを温

かく見守り、子どもが安心して過ごすことができるよう努めなければならない。 
2	 市民等は、地域の行事、運営等について、子どもが考えを表明又は参加する機会を
設けるよう努めなければならない。 

3	 市民等は、子どもによる社会のルールに反する行為を発見したときは、注意し、若
しくは指導し、又は関係機関等に通報若しくは連絡しなければならない。 

 
【考え方】 
	 子どもは、地域において、子ども同士、又は大人とふれあうことにより、人間関係や社

会規範を学び、知識や技術を身につけることができます。市民等の役割は、そのように子

どもが成長する権利を保障するとともに、「地域全体で子どもを育てる」という考えを持ち、

子どもに積極的に関わることであると考えます。ここでは、そのために必要と考えられる

役割を規定しています。 
	 ２は、地域における子どもの意見表明権について規定しています。子どもの意見表明や

参加する権利を認めるだけでなく、その機会を設け、積極的に子どもの意見を聴くことも

大人の役割であると考えます。ただし、子どもが発言したことや参加したことに対して、「も

う言いたくない」「もう参加したくない」と、子どもの意欲が失われるような対応をするこ

とがないよう配慮することが大切です。 
	 ３は、大人にとって大切な役割です。子どもによる社会のルールに反する行為を発見し

たときは、子どもにとって最も良いことは何かを考えて、「見て見ぬふり」をするのではな

く、その場で正しく注意又は指導する必要があると考えます。ただし、ナイフを持ってい

る子などに声をかけるのは危険を伴いますので、そのような場合は警察など適切な関係機

関に通報するなどして対処することとします。 
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第１１条	 子ども関係施設の役割 
	 	 子ども関係施設は、子どもにとって最も良いことは何かを第一に考え、かつ、愛情

をもって、指導又は援助を行い、子どもを育成しなければならない。 
2	 子ども関係施設は、子どもの年齢又はその能力に応じて、自主的な活動を支援しな
ければならない。 

3	 施設関係者は、子どもの育ち及び気持ちについて理解し、把握できる力を身に付け
なくてはならない。 

4	 子ども関係施設は、いじめ等の防止に努めるとともに、相談しやすい環境を整備し
なければならない。 

 
【考え方】 
	 子ども関係施設は、家庭と同じ様に子どもが長い時間を過ごす場所であり、子どもの権

利の保障に関して、保護者と同じぐらい重要な役割を担っていると考えられます。そのた

め、子ども関係施設における子どもの育成は、子どもにとって最も良いことは何かを第一

に考え、そして、愛情をもって行われなければなりません。 
	 ２について、子ども関係施設においては、学級活動や生徒会活動、クラブ活動の運営、

行事の企画運営など、子どもによる自主的な活動が行われるよう、その活動を支援する役

割が子ども関係施設には求められます。この自主的な活動は、子どもの意見表明や参加の

機会でもあると考えられます。 
３について、施設関係者は、子どもとの間に信頼関係を築くことが大切です。そのため

に、子どもの発達に応じた心や身体の変化を理解することや、言葉、表情、しぐさなどか

ら子どもの状態を把握する力が求められます。 
	 ４について、いじめは、子ども関係施設において発生する代表的な権利侵害であり、防

止しなければならないものです。また、万が一いじめが発生した場合でも、いじめを受け

ている本人、いじめを発見した子ども、いじめを受けている子どもの保護者などが、子ど

も関係施設に相談しやすい環境を、日頃から整備していなければなりません。なお、条文

中「いじめ等」としたのは、この中に子ども関係施設による体罰や虐待を含めているため

です。これらの内容を条文として掲げることも検討しましたが、子ども関係施設は子ども

の権利を保障するために設置された施設であり、体罰や虐待が発生することを前提とした

文を条例案に入れるのはふさわしくないと考えたこと、また、学校教育法第１１条におい

て体罰の禁止が、児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚生省令第６３号）第９条の３にお

いて身体的苦痛の禁止が規定されていることから、体罰や虐待の禁止は法令で担保されて

いると考え、条例案では「いじめ等」と表現することにしました。直接的な言葉は明記し

ていませんが、含まれていますので、この条例においても子ども関係施設における体罰や

虐待は禁止されているものとします。 
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第１２条	 市の役割 
	 	 市は、子どもの権利を保障するため、国、他の地方公共団体及び関係機関と連携す

るとともに、必要な施策を実施しなければならない。 
2	 市は、保護者、市民等及び子ども関係施設がそれぞれの責務と役割を果たすことが
できるよう、必要な支援をしなければならない。 

3	 市は、子どもが自ら、又は保護者等を通じて、市政等に関して考えを表明する機会
を設けるよう努めなければならない。 

4	 市は、虐待、いじめその他の子どもの権利を侵害する行為の防止及び早期発見に努
めなければならない。前段の取組において被害を受けた子どもを発見した場合は、

その保護及び救済に努めるとともに、関係機関と協力して、必要な支援をしなけれ

ばならない。 
5	 市は、さまざまな方法を通して、子どもの権利の普及及び啓発に努めなければなら
ない。 

 
【考え方】 
	 子どもの権利を保障するために、市が果たすべき役割について規定しています。 
	 子どもの権利は、宗像市だけで保障できるものではありません。市外の学校や会社に通

学や通勤をしている子どもの権利を保障するには、他自治体の協力が必要です。虐待の場

面では、民生委員児童委員や児童相談所の協力が欠かせません。また、ＮＰＯなど民間機

関の協力が必要な場合も考えられます。市においても、子どもの権利を保障し、「子どもに

やさしいまちづくり」の施策を実施するためには、全庁的に取り組む必要があると考えま

す。そのためには、市の職員全員が、この条例に対する理解と認識を深めることが求めら

れます。 
	 ２では、保護者や市民等、子ども関係施設が子どもの権利を保障することができるよう、

市は情報提供や研修の実施、その他必要と考えられる支援を行う役割を担っていることを

規定しています。 
	 ３では、市政等に関しても、子どもの意見表明の機会を設けることを規定しています。

直接意見表明できない子どももいることから、代理表明についても規定しています。市民

等の役割のところでも述べましたが、子どもが発言したことや参加したことに対して、「も

う言いたくない」「もう参加したくない」と、子どもの意欲が失われるような対応をするこ

とがないよう配慮する必要があると考えます。 
	 ４について、子どもに対する虐待やいじめなど、子どもの権利を侵害する行為は決して

許されるものではありません。市は、日頃からそれが起こらないように取り組まなくては

なりません（防止）。そして、もし起こってしまった場合は、できるだけ早く発見する（早

期発見）ことが重要です。また、実際に虐待やいじめなどで被害を受けている子どもを発

見した場合は、市が責任を持って保護や救済に努め、関係機関と協力して必要な支援をし
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なければならないことを規定しています。 
	 ５について、条例を制定しただけでは、条例や子どもの権利の内容を理解してもらうこ

とはできません。この条例を実効性のあるものにするためには、子どもの権利の普及や啓

発に努めることが重要であると考えられます。そのため、啓発については特に章を設ける

こととします。 
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６	 第４章	 子どもにやさしいまちづくり 
 
	 この章では、「子どもにやさしいまちづくり」をどのように進めていくのか、その具体的

な内容をまとめています。「施策の推進」以外の項目は、行動計画の中で具体的に記述すれ

ば良いと思われる内容でありますが、宗像市において特に力を入れて行うべき施策として、

条文として明記することにしました。 
 
第１３条	 施策の推進 
	 	 市は、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりの施策を推進するため

に、行動計画を策定しなければならない。 
2	 市は、前項の行動計画を策定又は見直すときは、第２７条に定める次世代育成支援
対策審議会の意見を聴かなければならない。 

3	 市は、第１項に定める行動計画を策定又は見直したときは、速やかにその内容を公
表しなければならない。 

 
【考え方】 
	 現在市で策定している子育て支援計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき策定され

たものです。しかし、平成１７年４月１日に施行されたこの法は、平成２７年３月３１日

限り、その効力を失います。そのため、将来にわたって子どもにやさしいまちづくりの施

策を推進するために行動計画を策定しなければならないことを、市に義務付けています。 
	 また、行動計画を策定するに当たっての手続について規定しています。 
 
第１４条	 子どもの居場所づくり 
	 	 市、市民等及び施設関係者は、地域において、子ども同士が遊び等の体験を通じ、

豊かに成長できるよう、安全で安心な居場所の提供に努めなければならない。 
2	 市は、自主的に居場所づくりをしている市民等との連携を図り、その支援に努めな
ければならない。 

 
【考え方】 
	 子どもとの意見交換会の中で、「駄菓子屋がなくなってきたので欲しい」というものがあ

りました。これは、子ども同士の身近な交流の場が失われてきていることから出された意

見でした。また、「遊びたくても仲間がいない」という意見も出されました。他にも、「パ

チンコ屋が多いので、子どもの施設を増やして欲しい」「公園を増やして欲しい」という意

見も出されました。これらの意見はすべて、子どもが居場所を欲して出された意見だと考

えられます。また、学校におけるアンケート調査の結果を見ても、「安心できる自分の場所

がある」「自由に遊んだり休んだりできる」ことを求める意見が多くなっています（参考資
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料Ｐ６５～Ｐ６６を参照）。 
	 市民からも、居場所が必要という意見が多く寄せられています（第２章Ｐ１２～Ｐ１４

を参照）。 
以上のことから、宗像市においても、子ども同士が安心して遊び、休み、活動し、友達

をつくるなどの体験ができる場が必要であると考えられます。 
	 この「子どもの居場所」とは、公園や施設などのハード面だけでなく、子どもが安心し

て話しができる、又は自分らしさを表現できる人間関係などのソフト面の環境も含んでい

ます。ここでは子どもが主役であり、大人は見守りや助言、手助けを行うことを心がけ、

決して押し付けにならないように気をつけなければならないと考えます。 
	 なお、宗像市では、「宗像市子どもの居場所づくり基本方針」9をもとに、子どもの居場所

づくりに取り組んでいます。 
 
第１５条	 子どもの意見表明の機会の提供 
	 	 市は、子どもが意見表明を行うことができる機会を設けるよう努めなければならな

い。 
 
【考え方】 
	 子どもに意見表明や参加の権利を認めても、その機会がなければ権利を行使することが

できません。ここでは、市に子どもの意見表明の機会を設けるよう努めることを求めてい

ます。 
	 また、市は、市民等や施設関係者に対してもそのような機会を設けるよう働きかけるこ

とが必要です。 
	 子どもまつりにおける子どもに対するアンケート調査の結果を見ると、普段の生活の中

で守られていない、満たされていない子どもの権利として「自分の意見をきちんと言える」

が一番多くあげられています（参考資料Ｐ５８を参照）。ところが、学校におけるアンケー

ト調査の結果をみると、真ん中又はそれ以下の順位となっています（参考資料Ｐ６５～Ｐ

６６を参照）。この違いが生じた原因のひとつは、自尊感情にあるのではないかと考えられ

ます。子どもまつりでアンケートに回答している子どもの約８割が、自分のことを「好き」

と回答しています（参考資料Ｐ５６を参照）。少し古いデータにはなりますが、２００６年

に行った「宗像市の小学生の生活と意識の実態」調査によると、小学４年生と６年生のう

ち約７割の子どもが自分のことを「ダメな人間」だと感じているという結果が出ています。 
今の子どもは自尊感情が低いことが問題視されており、子どもまつりでアンケートに答

えた子どもの自尊感情が高いことの方が、珍しいことです。このような結果となったのは、

舞台発表や出店などで自分をアピールしたい子や、体験活動等に積極的な子どもがアンケ

                                                   
9 宗像市子どもの居場所づくり基本方針：平成 20年３月に策定。「子どもの成長と居場所に関する啓発や理解の推進」
「子どもの活動や居場所のための人づくり」「コミュニティづくりへのつながり」を３つの柱とする。 
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ートに回答したからではないかと考えられます。そして、アンケートの結果だけを見れば、

自尊感情の高い子どもは「自分の意見をきちんと言える」ことが満たされていないと感じ

る傾向にあるようです。こうして見ると、自尊感情の高い子どもは自ら意見表明や参加の

機会を求めていますし、そうでない子どもも、意見表明や参加の機会を設けて実際に体験

してもらうことにより、自尊感情を高めることになるのではないかと考えられます。 
 
第１６条	 子育て支援 
	 	 市、市民等及び施設関係者は、保護者が安心して子育てをすることができるよう支

援しなければならない。 
2	 市、市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人並びに施設関係者は、子育てを
している保護者の子育て及び仕事の両立を支援するとともに、子どもが健やかに成

長できる環境づくりに努めなければならない。 
 
【考え方】 
	 保護者は子どもの養育に関して第一義的な責任を持っていますが、一方で、子育てに疲

れ、支援を求めている状況にもあります。そのような状況では、子どもの権利を保障する

責務を十分に果たすことは難しくなると考えられます。そのため、保護者に対して必要な

支援を行い、子どもの権利を間接的に保障することを規定しています。 
	 ２では、市や、企業や施設で働く人に対し、子育てをしながら働いている人が子育てと

仕事の両立ができるように努力することを求めています。ここで「子どもが健やかに成長

できる環境づくり」という言葉を入れたのは、夜の１０時まで子どもを託児するサービス

を行うなどの単なる就労支援に偏らず、子どもにとって最善の利益が保障されるよう、真

に子育てと仕事の両立が図られるように支援されることを願ってのことです。 
	 いずれの場合においても、子どものために最も良いことは何かを考え、子育て支援が子

育て放棄を助長することにならないよう留意する必要があります。 
 
第１７条	 健全な発達を阻害する環境からの保護 
	 市、市民等及び施設関係者は、健康に有害なもの、性的搾取及び性的虐待、過激な

暴力等の有害な情報、危険な場所その他の子どもの健全な発達を阻害する環境から子

どもを保護し、又はその環境を改善するよう努めなければならない。 
 
【考え方】 
	 ここでは、子どもの権利として認めている「健全な発達を阻害する環境から守られるこ

と」を、施策としても取り組むことを規定しています。内容については、「安心して生きる

権利」のところで説明したものと同様となります。 
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７	 第５章	 啓発 
 
	 この章は、子どもの権利を保障するために行う広報や啓発についてまとめています。こ

の条例が実効性をもって宗像市に根付くかどうかは、この章で規定する啓発にかかってい

ると考えます。条例案を制定するにあたって他自治体の状況について学びましたが、どの

自治体も啓発に苦労をしているようでした。そのため、啓発を単独の章として掲げ、力を

入れて取り組むことを強調しています。 
 
第１８条	 広報及び啓発 
	 市は、子どもの権利について、広報等により、その普及及び啓発に努めるものとす

る。 
 
【考え方】 
	 この条例制定の目的にひとつは、将来にわたって子どもの権利について普及、啓発を行

い、家庭・地域・学校などの中できちんとした理念のもとに子どもを育成することができ

るようにすることです。そのために、市は、広報や街頭活動、説明会の開催、子どもを対

象とした事業の実施などを通して、普及や啓発を図る必要があると考えます。 
	 特に、この条例は子どもにしっかりと理解し、そして認識してもらいたいと考えていま

す。そのための具体策とし、条例の内容などをわかりやすく書いたパンフレット等を作成

し、配布したいと考えています。 
 
第１９条	 学習等への支援 
	 市は、家庭教育、学校教育及び社会教育の中で、子どもの権利についての学習及び

研修が推進されるよう必要な教育環境の整備に努めなければならない。 
2	 市は、施設関係者、医師又は保健師等の子どもの権利に職務上関係のある者に対し、
子どもの権利についての理解がより深まるよう研修の機会を提供するよう努めるも

のとする。 
3	 市は、子どもによる子どもの権利についての自主的な学習等の取組に対し、必要な
支援に努めるものとする。 

 
【考え方】 
	 市が、子どもの権利について学習する機会や環境を整備する、または支援することにつ

いて規定しています。 
この条例を活かすためには、子どもを含めすべての人が内容を正しく理解する必要があ

ります。そのための学習や研修の機会が整備されるよう、直接又は間接的に支援するよう

努める必要があります。 
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第２０条	 子どもの権利の日 
	 市は、子どもの権利についての関心や理解を深めるために、宗像市子どもの権利の

日（以下「権利の日」という。）を設ける。 
2	 権利の日は、１１月２０日とする。 
3	 市は、権利の日の趣旨にふさわしい事業を行うものとする。 

 
【考え方】 
	 広報活動や普及活動は一年を通して行うべきものであるから、「子どもの権利の日」を設

ける必要はないという考え方もありますが、子どもの権利を規定した条例を制定している

多くの自治体が普及に苦労している現状があることから、多くの市民に子どもの権利につ

いて認識してもらうひとつの手法として、子どもの権利の日を決めることにしました。 
２で規定している子どもの権利の日を決めるに当たっては、せっかく「子どもの日」と

いうものがあるのだから、５月５日にしてはどうかという案もありましたが、最終的には

国連総会で条約が採択された日である１１月２０日としました。 
	 ３では、市が、「子どもの権利の日」やその前後の期間を通して、子どもの権利の日にふ

さわしい事業を行うことを規定しています。ふさわしい事業とは、講演会や子どもの参加

型事業などイベント的なものだけを指すのではなく、子どもの権利に関する普及や啓発に

つながる活動全般を指します。 
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８	 第６章	 子どもの権利の侵害に対する救済と回復 
 
	 この章は、子どもの権利を保障するために必要不可欠であると考えられる、救済制度に

ついてまとめています。 
	 救済制度については、平成２２年７月２３日に国において決定された「子ども・若者ビ

ジョン」においても、「オンブズパーソン10等の第三者的立場から、子どもやその家族等の

相談を受け、必要な調査を行うとともに、関係機関等と調整を行いながら問題を解決する

仕組みの普及を図ります」と、制度の普及に取り組むことが掲げられています。 
	 この救済機関を設置するかどうかについては議論のわかれるところではあると思います

が、宗像市においては、次の理由で設置をしたいと考えています。 
	 ①宗像市にも、虐待、いじめなどの権利侵害に悩み苦しんでいる子どもがいる。 
②理念だけでは、掛け声だけで終わってしまう。子どもの権利をきちんと保障するため

には、それを担保する仕組みが必要不可欠である。 
③既存の相談窓口も権利救済の機能を持っているが、子どもが利用できる時間には受付

時間が終わっているなど、子ども自身のための相談機関が少ない。 
	 ④既存の相談窓口は、第三者機関として独立していない。 
	 ⑤既存の相談窓口は、親や大人からの相談に対する指導・助言がほとんどで、問題の解

決に向けて積極的に外部に働きかける機能に課題がある。 
	 ⑥子どもの権利侵害を監視する機能を発揮し、市や子ども関係施設などに対し改善を行

わせるために働きかけるには法的権限が必要であるが、既存の相談窓口に、これらの

機能を付与することは困難である。 
 
	 子どもの権利の侵害の大きな特徴は、保護者、教師、クラスメイトなど、本来子どもが

安心して生活し、成長・発達するために必要な人間関係の中で生じていることです。その

ため、その関係を壊したくないという思いなどが働き、誰にも言えずに、権利の侵害が行

われている事実に気が付きにくいということがあります。また、成長・発達期における権

利侵害は、子どもの心身に将来に残る深刻な影響を与えるため、救済や回復に困難が伴う

ことが予想されます。さらに、権利侵害の解決方法についても、多くの場合、子どもは権

利侵害を受けた関係や場所の中に戻って生活をしなければなりませんので、一方を被害者、

一方を加害者として白黒をつけてしまうことは、その後の関係修復の支障となることが懸

念されますので、関係する人すべての関係がうまくいくように調整をしながら解決に向か

わせる必要があります。 
以上のような課題に対応するために、救済制度を実施する救済機関には、次のような機

能を持たせることとします。 

                                                   
10 オンブズパーソン：一般的に「市民の代弁者」「苦情を処理する人」「問題を調停する人」「市民を擁護する人」な
どと解される。 
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	 ①子どもの権利の侵害が発生した施設や当事者と利害関係を持たない公的第三者機関で

ある。 
	 ②子どもの最善の利益の実現を目指し、大人の目線ではなく、子どもの目線で活動が行

われる。 
	 ③単なる相談窓口ではなく、その後、調整活動や調査活動を行い、子どもの権利の救済

や回復まで行う（子どものエンパワメントを支援する。）。 
	 ④個人救済以外にも、独立機関として必要に応じて市の機関等に対して調査を行い、必

要があれば行為の是正や制度改善等を求めることができる「調査権」「勧告権」「要請

権」を持つ。また、必要に応じて「公表」を行うことが出来る。 
	 ⑤子どもの権利の擁護や権利侵害防止のための広報啓発活動を行う。 
 
第２１条	 子どもの権利救済委員 
	 市は、子どもの権利の侵害について、迅速かつ適切に対応し、その救済を図り、及

び権利の回復を支援するため、宗像市子どもの権利救済委員（以下「救済委員」とい

う。）を置く。 
2	 救済委員は、３人以内とする。 
3	 救済委員は、子どもの権利、福祉、教育等に関して知識や経験のある者のうちから、
市長が選任する。	  

4	 救済委員の任期は２年とし、再任を妨げるものではない。ただし、補欠委員の任期
は前任者の残任期間とする。 

5	 救済委員は、任期の満了以外は、その意に反して職を解かれない。ただし、市長は、
救済委員が心身の故障によりその職務を遂行できないと判断したとき、及び救済委

員としてふさわしくない行為があると判断したときは、その職を解くことができる。 
 
【考え方】 
	 権利の侵害を受けた子どもを迅速かつ適切に救済し、権利の回復を支援する機関として、

宗像市子どもの権利救済委員（以下「救済委員」といいます。）の設置について規定してい

ます。 
	 この救済委員は、地方自治法第１３８条の４第３項に規定されている市の附属機関11とし

て設置されます。また、その活動には迅速性、専門性等を発揮する必要性があるため、委

員一人ひとりが独立して権限を持ち、独自に行動することができる独任制を採用しますが、

必要と思われる事項については合議するものとします。 
	 ２で、救済委員の人数は３人以内と規定しています。 
	 ３では、どのような人が救済委員になるのかを規定しています。「子どもの権利、福祉、

                                                   
11 附属機関：市民、学識経験者、関係団体の代表者などにより構成され、市民の意見や専門的な知識の導入、行政の
公正の確保のために法律や条例に基づいて設置された、調停や審査、審議又は調査等を行う、審議会や委員会などの機

関のこと。 
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教育等に関して知識や経験のある者」として、弁護士や学識経験者、臨床心理士などの専

門的知識や経験を有している人を予定していますが、こじれた人間関係を調整することや、

子どもと向き合う必要があることから、「調整能力」や「子どもから信頼される」という要

素も必要であると考えられます。なお、救済委員は非常勤特別職を予定しています。 
	 ４の救済委員の任期については、市の他の附属機関にあわせて２年としています。ただ

し、再任は妨げないものとします。 
	 ５について、救済委員は公平性と独立性が保たれる必要があると考えます。そのため、

心身の故障や触法行為など救済委員としてふさわしくない行為が行われない限り、解嘱さ

れないものとします。 
	 このほか、救済委員の選任の条件など、救済委員について必要な事項は、別に規則で定

めるものとします。 
 
第２２条	 救済委員の職務 
	 救済委員は、次に掲げる職務を行う。 

	 (1)	 子どもの権利の侵害について、子ども又はその関係者から相談を受け、その救済
及び権利の回復のために、助言又は支援をすること。 

	 (2)	 権利の侵害を受けている子どもについて、本人又はその関係者から救済の申立て
を受け、事実の調査又は関係者間の調整をすること。 

	 (3)	 子どもが権利の侵害を受けていると認めるときに、自らの判断で調査すること。 
	 (4)	 調査又は調整の結果、必要と認めるときに、子どもの権利を侵害したものに対し

て、是正措置を講ずるよう勧告し、又は制度等の改善を要請すること。 
	 (5)	 勧告又は要請を受けたものに対して、是正措置又は制度等の改善の状況等の報告

を求めること。 
	 2	 救済委員は、前項の職務を行うに当たって必要な場合は、個人情報を保有するもの

に対しその提供を求めることができる。 
3	 救済委員は、第１項の職務を行うに当たっては、次に掲げる事項を守らなければな
らない。 

	 (1)	 職務上知ることができた秘密を漏らさないこと。救済委員の職を解かれた後も同
様とする。 

	 (2)	 申立人等の人権について十分に配慮すること。 
	 (3)	 取り扱う内容に応じ、関係機関等と協力して、その職務を行うこと。 
 
【考え方】 
	 ここでは、救済委員の仕事の内容と、その仕事を行ううえで守らなければいけないこと

について規定しています。 
	 最初に、救済委員の職務の内容について規定しています。 
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	 (1)では、救済委員は、子どもやその関係者からの相談に応じ、助言や支援を行うことを
規定しています。この相談は、虐待やいじめだけではなく、子どもが聞いてほしいと思っ

ていることはすべて対象となります。この相談を受け付けるのは、既存の相談窓口の連携

で対応することも考えられますが、子どもの相談窓口として機能させるにはいくつか問題

点があると考えられるため、子どもの権利に関する専門の相談窓口を設ける必要があると

考えます。また、その相談窓口には、救済委員を補佐する専門の相談員を配置する必要が

あると考えます。受付の方法は、電話や面談など複数の方法を検討していますが、いずれ

にせよ、子どもと直接話すことを前提とし、その助言や支援の方法も、子どもの最善の利

益を第一に考え、かつ、子どものエンパワメントを支援する形で行うものとします。 
	 (2)について、救済委員は、権利の侵害からの救済の申立てが行われ、具体的に権利の侵
害が認められる場合には、問題解決のために相手方に対して調査や調整を行います。「調査」

は、客観的な事実関係を把握するために行います。「調整」とは、問題の打開や解決のため

に、相談者の希望に応じて、関係者間の関係の調整を図ることを指します。具体的には、

救済委員が子どもの気持ちを代弁し、子どもの相談内容に関わりのある大人と建設的な対

話に努めることで、子どもにとってより良い人間関係が新たにつくり直されていくように

働きかけます。救済の申立てが行われても、虚偽である場合や具体的な権利侵害が認めら

れない場合などは、調査の対象とはなりません。これらの活動は、(3)で規定しているよう
に、特に通報や救済の申立てがなくても、子どもの権利の侵害が行われていると疑われ、

かつ、緊急を要すると救済委員が判断した場合は、調査や調整を行うことができます。 
	 (4)では、調査や調整の結果、相手方の協力が得られなかった、制度自体に問題がある、
などの理由により権利侵害が解決できなかった場合などにおいて、このままにしては救済

が必要な子どもに悪影響を及ぼす可能性等があると救済委員が判断した場合は、「勧告」や

「要請」を行うことができることを規定しています。この条例において「勧告」とは、実

際に発生している子どもの権利の侵害に対して適切な措置を講ずるよう求めることを意味

します。同じように「要請」とは、実際に発生している子どもの権利の侵害の原因が制度

やルールにある場合、必要な改善や見直しを行うよう促すことを意味します。 
	 (5)では、「勧告」や「要請」を行うだけでなく、それに対する対応などについて、「報告」
を求めることができることも規定しています。 
	 このほか、救済の申立ての方法など、救済委員の職務について必要な事項は、別に規則

で定めるものとします。 
	 ２では、救済委員が個人情報を求めることができることについて規定しています。 
	 ３では、救済委員が守らなければならないことについて規定しています。 

(1)では、守秘義務について規定しています。救済委員はその職務上、多くの個人情報を
知り得る立場にあります。そのため、退職後も含め、守秘義務を課しています。 
	 (2)では、人権への配慮を規定しています。救済委員の職務を行っていく中では、多くの
人のプライベートな問題を扱わなければならない状況が想定されます。関係者の人権に十



 43 

分に気を配る必要があります。 
	 (3)では、他機関との協力について規定しています。虐待やいじめなどの問題は、勧告な
どの権限を有しているとはいえ、救済委員単独で解決することは困難であると考えられま

す。子どもの権利侵害の救済や回復は、子どもの置かれた状況に応じて、関係機関と協力

して取り組むことにより達成できるものであると考えます。ここで言う「関係機関」とは、

児童相談所や家庭児童相談員、教育委員会、適応指導教室、発達支援センター、民生委員

児童委員、人権擁護委員などを指します。救済委員は、これらの機関と協力して子どもの

権利の救済や、権利の回復を支援する必要があります。 
 
第２３条	 救済委員に対する支援及び協力 
	 市の機関は、救済委員の独立性を尊重し、その活動を積極的に支援しなければなら

ない。 
2	 保護者、市民等及び子ども関係施設は、救済委員の活動に協力するよう努めなけれ
ばならない。 

3	 救済委員に個人情報の提供を求められたものは、速やかにその求めに応じなければ
ならない。 

 
【考え方】 
	 救済委員は第三者独立機関であり、誰とも利害関係がないからこそ、子どもに安心感を

与え、調整役としての機能を発揮することが出来ると考えられます。また、場合によって

は、市の機関による権利侵害の事例を扱う場合もありますし、制度の改善等の要請を行う

場合もあります。そのため、市の機関は救済委員の独立性を尊重し、職務について介入す

るようなことは厳に慎まなければなりません。そして、救済委員の活動を積極的に支援し、

もって子どもの権利の保障を推進する「義務」を負います。「活動を積極的に支援する」と

は、調査が入ったときは、救済委員の求めに応じ、必要な説明、保有する関係書類等の閲

覧やその写しの提出などを行うことなどを指します。 
	 保護者、市民等及び子ども関係施設についても、救済委員の活動へ協力することを「努

力義務」としています。 
	 個人情報については、市の機関も市の機関以外のものも、救済委員の求めに応じて提供

しなければならないものとします。 
	 なお、子ども関係施設のうち、市が条例を定めて設置している施設については、「市の機

関」とみなします。 
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第２４条	 勧告又は要請への対応 
	 市の機関は、救済委員から勧告又は要請を受けたときは、速やかに勧告又は要請に

応じ、その対応状況等を救済委員に報告しなければならない。 
2	 市の機関以外のものは、救済委員から勧告又は要請を受けたときは、速やかに勧告
又は要請に応じ、その対応状況等を救済委員に報告するよう努めなければならない。 

 
【考え方】 
	 救済委員による勧告や要請は、強制力を持つものではありません。しかしながら、勧告

や要請を受ける市の機関は、救済委員の活動を積極的に支援し、子どもの権利の保障を推

進しなければなりませんので、報告する「義務」を課しています。市以外に機関に対して

も、「努力義務」を課します。 
 
第２５条	 勧告又は要請等の内容の公表 
	 救済委員は、必要と認めたときは、勧告若しくは要請又はその対応状況等の報告の

内容を公表することができる。ただし、内容を公表するときは、個人情報等の保護に

ついて十分に配慮しなくてはならない。 
 
【考え方】 
	 「公表」を行う場合、二つのパターンがあると考えられます。一つ目は、救済委員が取

り扱った権利侵害の事例を広く公表することにより、子どもの権利の保障に対する市民意

識の啓発や、同じような権利侵害の防止につながると考えられる場合です。二つ目は、公

表することにより、関係者に対して、解決に向けた行動を促す効果が期待できる場合です。 
	 また、公表する場合は、「宗像市個人情報保護条例（平成１６年条例第１２号）」を遵守

するものとします。 
 
第２６条	 報告 
	 救済委員は、毎年の活動状況等を市長に報告し、市民に公表する。 

 
【考え方】 
	 救済委員がその活動した内容を市民に知らせることにより、救済委員の活動について理

解が広まることが期待できます。また、宗像市において子どもが直面している問題や、今

後の課題などについての共通認識を持つことにもつながると考えられます。 
報告する内容としては、相談件数、救済の申立ての件数、調査をした件数、勧告や要請

の内容及びそれに対する対応の状況などに関する報告などを想定しています。 
	 報告を行う場合においても、個人情報等の保護については十分に配慮するものとします。 
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９	 第７章	 施策の検証 
 
	 ここでは、条例に基づいて取り組まれる施策が、子どもの権利を保障することにつなが

っているか検証する仕組みについて規定しています。 
 
第２７条	 子どもの権利の保障状況の検証 
	 この条例による施策、行動計画の実施の結果及び子どもの権利の保障状況について

毎年度検証を行わなければならない。 
2	 前項の規定による検証は、宗像市附属機関設置条例（平成 15年宗像市条例第 21号）
に規定する宗像市次世代育成支援対策審議会が行うものとする。 

	 3	 市長その他の執行機関は、審議会の報告又は提言を尊重し、必要な措置をとるもの
とする。 

 
【考え方】 
	 宗像市が制定するのは、子どもに関する施策すべての基本となる総合条例です。そのた

め、新たな附属機関は設置せず、次世代育成支援対策の推進についての調査審議を行うこ

とを目的として設置されている「宗像市次世代育成支援対策審議会」が子どもの権利の保

障状況の検証も併せて行うことを規定しています。 
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１０	 第８章	 雑則 
 
第２８条	 委任 
	 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要なことは、規則で定める。 

 
【考え方】 
	 すべての事項を条例に規定することは望ましいことではありますが、かえって条例を煩

雑な分かりにくいものとしてしまう場合があります。そのため、細かな事柄については、

別に規則で定めるものとします。 
	 第４章の「施策の推進」に関わる事項、第６章の「子どもの権利の侵害に対する救済と

回復」にかかわる事項など規則で定めることを想定しています。 
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参考資料  

 
●宗像市次世代育成支援対策審議会名簿 
 
任期：平成２２年５月６日～平成２４年５月２５日（２年） 

（敬称略） 
Ｎｏ 区分 氏名 備考 

１ 
知識経験を有する者 

横山
よこやま

	 正幸
まさゆき

◎ 福岡教育大学名誉教授 

２ 石山
いしやま

	 さゆり 日本赤十字九州国際看護大学准教授 

３ 

児童福祉関係団体 

幸
ゆき

	 政
まさ

恵
え

 野ばら保育園園長 

４ 林田
はやしだ

	 隆夫
た か お

 宗像市民生委員児童委員 

５ 中里
なかざと

	 留美子
る み こ

○ 宗像子育てネットワークこねっと代表 

６ 
関係行政機関の職員 

千束
ち づ か

	 裕
ひろ

己
み

（前任） 
大脇
おおわき

	 満
みつる

（後任） 
福岡県宗像児童相談所所長 

７ 杉本
すぎもと

	 聖子
しょうこ

 
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所

健康増進係技術主査 

８ 

教育関係者 

高杉
たかすぎ

	 洋史
ひ ろ し

 
宗像市私立幼稚園連盟会長 
玄海ゆりの樹幼稚園園長 

９ 坂田
さ か た

	 紳一
しんいち

 自由ヶ丘小学校校長 

１０ 力丸
りきまる

	 茂
しげ

晴
はる

 
元教育委員長 
元小学校校長 

１１ 
市民代表 

柿原
かきはら

	 義
よし

治
はる

 公募委員 

１２ 吉永
よしなが

	 眞
ま

奈美
な み

 公募委員 

※◎会長、○副会長 
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●宗像市次世代育成支援対策審議会規則 
平成２２年１２月２７日 

規則第３８号 
（趣旨） 
第１条	 この規則は、宗像市附属機関設置条例（平成１５年宗像市条例第２１号）により

設置された宗像市次世代育成支援対策審議会（以下「審議会」という。）について、必要

な事項を定めるものとする。 
（組織） 
第２条	 審議会は、１２人以内の委員をもって組織する。 
２	 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。 
	 (1)	 知識経験を有する者 
	 (2)	 児童福祉関係団体を代表する者 
	 (3)	 教育関係者 
	 (4)	 関係行政機関の職員 
	 (5)	 市民代表 
（任期） 
第３条	 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 
２	 委員は、再任されることができる。 
（会長及び副会長） 
第４条	 審議会に、会長及び副会長１人を置く。 
２	 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 
３	 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
４	 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 
（会議） 
第５条	 審議会の会議は、会長が招集する。 
２	 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 
３	 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 
（庶務） 
第６条	 審議会の庶務は、子ども部子ども育成課において処理する。 
（雑則） 
第７条	 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会

に諮って定める。 
	 	 附	 則 
	 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 



「複数回答可」など特に指定がない場合、当てはまる番号に１つに○をつけてください。 
 
問１	 「子どもの権利条約」というものを知っていますか。 
 
	 	 １．内容まで知っている	 	 ２．名前だけ知っている	 	 ３．知らない 
 
問２	 親が、子どもの日記や携帯電話を無断で見ることについて、どう思いますか。 
 

１．子どもにもプライバシーがあるのだから、見るべきではない 
２．子どものことを心配してみるのだから、仕方がない 
３．親なのだから、見て当然である 
４．分からない 

 
問３	 子どもの権利を認めていくことで、子どもがわがままになると思いますか。 
 

１．わがままになると思う 
２．わがままになるとは言い切れない 
３．わがままにはならない 
４．わからない 

 
問４	 子ども自身で決めても良いと思うことは、どのようなことですか。（複数回答可） 
 
	 	 １．友達	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９．クラブ活動や部活への参加 
	 	 ２．将来のこと（進学や就職など）	 	 １０．子ども会や生徒会活動への参加 
	 	 ３．服やファッション	 	 	 	 	 	 	 	 １１．遊ぶ場所 
	 	 ４．家に帰る時間	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １２．テレビやゲームの時間 
	 	 ５．習い事や塾	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １３．携帯電話を持つこと 
	 	 ６．学校のきまり・校則	 	 	 	 	 	 	 １４．親の責任で決めるべき 
	 	 ７．学校の授業（受ける科目） 
 
問５	 一般的に、普段の生活の中で、守られていない、満たされていない子どもの権利は

何だと思いますか。（複数回答可） 
 
	 	 １．自分の意見をきちんと言える	 	 	 	 ２．安心できる自分の場所がある 
	 	 ３．自由に遊んだり休んだりできる	 	 	 ４．暴力や言葉や態度で傷つけられない 
	 	 ５．性別で差別されない	 	 	 	 	 	 	 	 ６．出身国や肌の色で差別されない 
	 	 ７．学校で分かりやすく教えてもらう	 	 ８．自由にグループを作り、集まれる 
	 	 ９．朝ごはんを食べる	 	 	 	 	 	 	 	 １０．障害のある子どもが差別されない 
１１．自由にものを考えて、自分のことは自分で決める 

	 １２．自分が秘密にしておきたいことを勝手に見られたり、さわられたりしない 
	 １３．自分のやりたいこと（スポーツ・音楽・ファッション・趣味など）ができる 
	 １４．子どもの出した意見がきちんと尊重される 
	 １５．家の事情を心配せずに、行きたい学校へ進学できる 
	 １６．家族と一緒に仲良く暮らす 

大人用 
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問１	 「子どもの権利条約」というものを知っていますか。 
 
	 １．内容まで知っている	 	 	 	 	 ３９  
	 ２．名前だけ知っている	 	 	 	 １０７  
	 ３．知らない	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０６  

内容まで知ってい
る
15%

知らない
42%

名前だけ知ってい
る
43%

 
 
問２	 親が、子どもの日記や携帯電話を無断で見ることについて、どう思いますか。 
 
	 １．子どもにもプライバシーがあるのだから、見るべきではない	 	 	 ９７  
	 ２．子どものことを心配してみるのだから、仕方がない	 	 	 	 	 	 １００  
	 ３．親なのだから、見て当然である	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２３  
	 ４．分からない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２９  

子どものことを心配し

てみるのだから、仕方

がない

40%

親なのだから、見て当

然である

9%

分からない

12%

子どもにもプライバ

シーがあるのだから、

見るべきではない

39%

 

（ ｎ ＝ ２ ５

２）	 

（ｎ＝２４９）	 
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問３	 子どもの権利を認めていくことで、子どもはわがままになると思いますか。 
 
	 １．わがままになると思う	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １４  
	 ２．わがままになるとは言い切れない	 	 	 	 １９１  
	 ３．わがままにならない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３６  
	 ４．分からない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０  

わがままになると
思う
6%

わがままになると
は言い切れない
76%

わがままにはなら
ない
14%

分からない
4%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ｎ＝２５１）	 
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問４	 子ども自身で決めても良いと思うことは、どのようなことですか。（複数回答可） 
 
	 １．友達	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２１５  
	 ２．将来のこと（進学や就職など）	 	 	 	 	 	 	 	 １８０  
	 ３．服やファッション	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １５７  
	 ４．家に帰る時間	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １５  
	 ５．習い事や塾	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０２  
	 ６．学校のきまり・校則	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２４  
	 ７．学校の授業（受ける科目）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １７  
	 ８．クラブ活動や部活への参加	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １９９  
	 ９．子ども会や生徒会活動への参加	 	 	 	 	 	 	 	 １６２  
	 10．遊ぶ場所	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６７  
	 11．テレビやゲームの時間	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １５  
	 12．携帯電話を持つこと	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８  
	 13．親の責任で決めるべき	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０  

友達, 215

将来のこと, 180

服やファッション, 157

家に帰る時間, 15

習い事や塾, 102

学校のきまり・校則, 24

学校の授業, 17

クラブ活動や部活への

参加, 199

子ども会や生徒会活動

への参加, 162

遊ぶ場所, 67

テレビやゲームの時間,

15

携帯電話を持つこと, 8

親の責任で決めるべき,

10

0 50 100 150 200 250

 
 
 
 
 
 
 

（ ｎ ＝ ２ ４

９）	 
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問５	 一般的に、普段の生活の中で、守られていない、満たされていない子どもの権利は

何だと思いますか。（複数回答可） 
 
	 １．自分の意見をきちんと言える	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６３  
	 ２．安心できる自分の場所がある	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３７  
	 ３．自由に遊んだり休んだりできる	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３０  
	 ４．暴力や言葉や態度で傷つけられない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９１  
	 ５．性別で差別されない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４１  
	 ６．出身国や肌の色で差別されない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５９  
	 ７．学校で分かりやすく教えてもらう	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３７  
	 ８．自由にグループを作り、集まれる	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２３  
	 ９．朝ごはんを食べる	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １９  
	 10．障がいのある子どもが差別されない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ７０  
	 11．自由にものを考えて、自分のことは自分で決める	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５１  
	 12．自分が秘密にしておきたいことを勝手に見られたり、さわられたりしない	 	 ３８  
	 13．自分のやりたいこと（スポーツ・音楽・ファッション・趣味など）ができる	 ３４  
	 14．子どもの出した意見がきちんと尊重される	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６８  
	 15．家の事情を心配せずに、行きたい学校へ進学できる	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９３  
	 16．家族と一緒に仲良く暮らす	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４３  

自分の意見をきちんと言える, 63

安心できる自分の場所がある, 37

自由に遊んだり休んだりできる, 30

暴力や言葉や態度で傷つけられな

い, 91

性別で差別されない, 41

出身国や肌の色で差別されない,

59

学校で分かりやすく教えてもらう, 37

自由にグループを作り、集まれる,

23

朝ごはんを食べる, 19

障がいのある子どもが差別されな

い, 70

自由にものを考えて、自分のことは

自分で決める, 51

自分が秘密にしておきたいことを勝

手に見られたり、さわられたりしな

い, 38

自分のやりたいことができる, 34

子どもの出した意見が尊重される,

68

家の事情を心配せずに、行きたい

学校へ進学できる, 93

家族と一緒に仲良く暮らす, 43

0 20 40 60 80 100

 

（ｎ＝２１６）	 
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「複数
ふくすう

回答可
かいとう か

」など特
とく

に指定
し て い

がない場合
ば あ い

、当
あ

てはまる番号
ばんごう

に１つに○をつけてください。 

問１	 「子
こ

どもの権利
け ん り

条約
じょうやく

」というものを知
し

っていますか。 

	 	 １．内容
ないよう

まで知
し

っている	 	 ２．名前
な ま え

だけ知
し

っている	 	 ３．知
し

らない 

問２	 親
おや

が、自分
じ ぶ ん

の日記
に っ き

や携
けい

帯電話
たいでん わ

を無断
む だ ん

で見
み

ることについて、どう思
おも

いますか。 

１．自分
じ ぶ ん

にもプライバシーがあるのだから、見
み

るべきではない 

２．自分
じ ぶ ん

のことを心配
しんぱい

してみるのだから、仕方
し か た

がない 

３．親
おや

なのだから、見
み

て当然
とうぜん

である 

４．分
わ

からない 

問３	 自分
じ ぶ ん

のことが好
す

きですか。 

１．好
す

き	  ２．どちらかというと好
す

き	  ３．どちらかというと嫌
きら

い	  ４．嫌
きら

い 

問４	 自分
じ ぶ ん

で決
き

めても良
よ

いと思
おも

うことは、どのようなことですか。（複数
ふくすう

回答可
かいとう か

） 

	 	 １．友達
ともだち

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８．クラブ活動
かつどう

や部活
ぶ か つ

への参加
さ ん か

 

	 	 ２．将来
しょうらい

のこと（進学
しんがく

や就 職
しゅうしょく

など） 	  ９．子
こ

ども会
かい

や生徒会
せいとか い

活動
かつどう

への参加
さ ん か

 

	 	 ３．服
ふく

やファッション	 	 	 	 	 	 	 	 １０．遊
あそ

ぶ場所
ば し ょ

 

	 	 ４．家
いえ

に帰
かえ

る時間
じ か ん

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １１．テレビやゲームの時間
じ か ん

 

	 	 ５．習
なら

い事
ごと

や塾
じゅく

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  １２．携帯
けいたい

電話
で ん わ

を持
も

つこと 

	 	 ６．学校
がっこう

のきまり・校則
こうそく

	 	 	 	 	 	 	 １３．親
おや

に決
き

めてもらいたい 

	 	 ７．学校
がっこう

の授業
じゅぎょう

 

問５	 普段
ふ だ ん

の生活
せいかつ

の中
なか

で、認
みと

めて欲
ほ

しいと思
おも

うことはどれですか。（複数
ふくすう

回答可
かいとう か

） 

	 	 １．自分
じ ぶ ん

の意見
い け ん

をきちんと言
い

える	 	 	 	 ２．安心
あんしん

できる自分
じ ぶ ん

の場所
ば し ょ

がある 

	 	 ３．自由
じ ゆ う

に遊
あそ

んだり休
やす

んだりできる	 	 	 ４．暴力
ぼうりょく

や言葉
こ と ば

や態度
た い ど

で傷
きず

つけられない 

	 	 ５．性別
せいべつ

で差別
さ べ つ

されない	 	 	 	 	 	 	 	 ６．出身
しゅっしん

国
こく

や肌
はだ

の色
いろ

で差別
さ べ つ

されない 

	 	 ７．学校
がっこう

で分
わ

かりやすく教
おし

えてもらう	 	 ８．自由
じ ゆ う

にグループを作
つく

り、集
あつ

まれる 

	 	 ９．朝
あさ

ごはんを食
た

べる	 	 	 	 	 	 	 	 １０．障害
しょうがい

のある子
こ

どもが差別
さ べ つ

されない 

１１．自由
じ ゆ う

にものを考
かんが

えて、自分
じ ぶ ん

のことは自分
じ ぶ ん

で決
き

める 

	 １２．自分
じ ぶ ん

が秘密
ひ み つ

にしておきたいことを勝手
か っ て

に見
み

られたり、さわられたりしない 

	 １３．自分
じ ぶ ん

のやりたいこと（スポーツ・音楽
おんがく

・ファッション・趣味
し ゅ み

など）ができる 

	 １４．自分
じ ぶ ん

の出
だ

した意見
い け ん

がきちんと尊重
そんちょう

される 

	 １５．家
いえ

の事情
じじょう

を心配
しんぱい

せずに、行
い

きたい学校
がっこう

へ進学
しんがく

できる 

	 １６．家族
か ぞ く

と一緒
いっしょ

に仲良
な か よ

く暮
く

らす 

子ども用 

〔	 未就学児
みしゅうがくじ

	 	 小学生
しょうがくせい

	 	 中学生
ちゅうがくせい

	 	 高校生
こうこうせい

	 〕	 〔	 男
おとこ

	 	 女
おんな

	 〕 

●
子
ど
も
ま
つ
り
に
お
け
る
子
ど
も
の
権
利
に
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る
ア
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ケ
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も
用 
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問１	 「子どもの権利条約」というものを知っていますか。 
 
	 １．内容まで知っている	 	 	 	 	 １６  
	 ２．名前だけ知っている	 	 	 	 	 ３４  
	 ３．知らない	 	 	 	 	 	 	 	 	 １９０  

知らない
79%

名前だけ知ってい
る
14%

内容まで知ってい
る
7%

 
 
問２	 親が、自分の日記や携帯電話を無断で見ることについて、どう思いますか。 
 
	 １．自分にもプライバシーがあるのだから、見るべきではない	 	 	 ６８  
	 ２．自分のことを心配してみるのだから、仕方がない	 	 	 	 	 	 	 ２５  
	 ３．親なのだから、見て当然である	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３０  
	 ４．分からない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １１５  

自分にもプライバシー

があるのだから、見る

べきではない

29%

自分のことを心配して

みるのだから、仕方が

ない

10%

親なのだから、見て当

然である

13%

分からない

48%

 

（ｎ＝２４０）	 

（ｎ＝２３８）	 
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問３	 自分のことが好きですか 
 
	 １．好き	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０５  
	 ２．どちらかというと好き	 	 	 	 	 	 	 ８１  
	 ３．どちらかというと嫌い	 	 	 	 	 	 	 ３４  
	 ４．嫌い	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １９	 

好き
44%

どちらかというと好
き
34%

どちらかと言うと嫌
い
14%

嫌い
8%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ ｎ ＝ ２ ３

９）	 
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問４	 子ども自身で決めても良いと思うことは、どのようなことですか。（複数回答可） 
 
	 １．友達	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １６８  
	 ２．将来のこと（進学や就職など）	 	 	 	 	 	 	 	 １２９  
	 ３．服やファッション	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０５  
	 ４．家に帰る時間	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３０  
	 ５．習い事や塾	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ７３  
	 ６．学校のきまり・校則	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２４  
	 ７．学校の授業	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２７  
	 ８．クラブ活動や部活への参加	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ９２  
	 ９．子ども会や生徒会活動への参加	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６４  
	 10．遊ぶ場所	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０９  
	 11．テレビやゲームの時間	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５５  
	 12．携帯電話を持つこと	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４８  
	 13．親に決めてもらいたい	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２９  

友達, 168

将来のこと（進学や就

職など）, 129

服やファッション, 105

家に帰る時間, 30

習い事や塾, 73

学校のきまり・校則, 24

学校の授業, 27

クラブ活動や部活への

参加, 92

子ども会や生徒会活動

への参加, 64

遊ぶ場所, 109

テレビやゲームの時間,

55

携帯電話を持つこと,

48

親に決めてもらいたい,

29

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

 
 
 
 
 
 
 

（ｎ＝２３０）	 
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問５	 一般的に、普段の生活の中で、守られていない、満たされていない子どもの権利は

何だと思いますか。（複数回答可） 
 
	 １．自分の意見をきちんと言える	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １２２  
	 ２．安心できる自分の場所がある	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ８６  
	 ３．自由に遊んだり休んだりできる	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０１  
	 ４．暴力や言葉や態度で傷つけられない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５０  
	 ５．性別で差別されない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５９  
	 ６．出身国や肌の色で差別されない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４５  
	 ７．学校で分かりやすく教えてもらう	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ７１  
	 ８．自由にグループを作り、集まれる	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ６６  
	 ９．朝ごはんを食べる	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ７８  
	 10．障がいのある子どもが差別されない	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５４  
	 11．自由にものを考えて、自分のことは自分で決める	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ５７  
	 12．自分が秘密にしておきたいことを勝手に見られたり、さわられたりしない	 	 ６６  
	 13．自分のやりたいこと（スポーツ・音楽・ファッション・趣味など）ができる	 ８８  
	 14．子どもの出した意見がきちんと尊重される	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ４７  
	 15．家の事情を心配せずに、行きたい学校へ進学できる	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ３９  
	 16．家族と一緒に仲良く暮らす	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 １０１  

自分の意見をきちんと言える, 122

安心できる自分の場所がある, 86

自由に遊んだり休んだりできる,

101

暴力や言葉や態度で傷つけられな

い, 50

性別で差別されない, 59

出身国や肌の色で差別されない,

45

学校でわかりやすく教えてもらう, 71

自由にグループを作り、集まれる,

66

朝ごはんを食べる, 78

障がいのある子どもが差別されな

い, 54

自由にものを考えて、自分のことは

自分で決める, 57

自分が秘密にしておきたいことを勝

手に見られたり、さわられたりしな

い, 66

自分のやりたいことができる, 88

自分の出した意見がきちんと尊重

される, 47

家の事情を心配せずに、行きたい

学校へ進学できる, 39

家族と一緒に仲良く暮らす, 101

0 20 40 60 80 100 120 140

 

（ｎ＝２１０）	 
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今、宗像市では、みなさんたちが、生活する時にみんなに守ってもらいたいこと（権利）

や、子どもとしてしなければならないこと（義務）などについて、宗像市の人が、みんな

で考えるもとになるきまり（条例）づくりに取り組んでいます。 

 きまりづくりをする中で、ぜひみなさんたちの声をきかせてもらいたいと思っています。 

 

 

 

次の３つの質問に対し、最も当てはまる番号に『○』をつけてください。 

 

問１ 「子どもの権利条約」というものを知っていますか。 

 

  １．内容まで知っている  ２．名前だけ知っている  ３．知らない 

 

問２ 自分で決めても良いと思うことは、どのようなことですか。特に良いと思うものを３

つ選んでください。 

 

  １．友達               ８．クラブ活動や部活への参加 

  ２．将来のこと（進学や就職など）    ９．子ども会や生徒会活動への参加 

  ３．服やファッション        １０．遊ぶ場所 

  ４．家に帰る時間          １１．テレビやゲームの時間 

  ５．習い事や塾            １２．携帯電話を持つこと 

  ６．学校のきまり・校則       １３．親に決めてもらいたい 

  ７．学校の授業 

 

問３ 普段の生活の中で、認めて欲しいと思うことはどれですか。特に認めて欲しいもの

を３つ選んでください。 

 

  １．自分の意見をきちんと言える    ２．安心できる自分の場所がある 

  ３．自由に遊んだり休んだりできる   ４．暴力や言葉や態度で傷つけられない 

  ５．性別で差別されない        ６．出身国や肌の色で差別されない 

  ７．学校で分かりやすく教えてもらう  ８．自由にグループを作り、集まれる 

  ９．朝ごはんを食べる        １０．障害のある子どもが差別されない 

１１．自由にものを考えて、自分のことは自分で決める 

 １２．自分が秘密にしておきたいことを勝手に見られたり、さわられたりしない 

 １３．自分のやりたいこと（スポーツ・音楽・ファッション・趣味など）ができる 

 １４．自分の出した意見がきちんと尊重される 

 １５．家の事情を心配せずに、行きたい学校へ進学できる 

 １６．家族と一緒に仲良く暮らす 

 

性別	 〔	 男	 	 女	 〕 

小学５年生用 

●
学
校
に
お
け
る
子
ど
も
の
権
利
に
関
す
る
ア
ン
ケ

䤀
ト 
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 今、宗像市では、みなさん達が生活する上で当たり前のこととして認められるべきこと

（権利）や、子どもとしてしなければならないこと（義務）などについて、宗像市の人が、

生活する上で守らなければならないきまり（条例）づくりに取り組んでいます。 

 条例づくりをする中で、ぜひみなさん達の声を聴かせてもらいたいと思っています。 

 

 

 

次の３つの質問に対し、最も当てはまる番号に『○』をつけてください。 

 

問１ 「子どもの権利条約」というものを知っていますか。 

 

  １．内容まで知っている  ２．名前だけ知っている  ３．知らない 

 

問２ 自分で決めても良いと思うことは、どのようなことですか。特に良いと思うものを

３つ選んでください。 

 

  １．友達               ８．クラブ活動や部活への参加 

  ２．将来のこと（進学や就職など）    ９．子ども会や生徒会活動への参加 

  ３．服やファッション        １０．遊ぶ場所 

  ４．家に帰る時間          １１．テレビやゲームの時間 

  ５．習い事や塾            １２．携帯電話を持つこと 

  ６．学校のきまり・校則       １３．親に決めてもらいたい 

  ７．学校の授業 

 

問３ 普段の生活の中で、認めて欲しいと思うことはどれですか。特に認めて欲しいもの

を３つ選んでください。 

 

  １．自分の意見をきちんと言える    ２．安心できる自分の場所がある 

  ３．自由に遊んだり休んだりできる   ４．暴力や言葉や態度で傷つけられない 

  ５．性別で差別されない        ６．出身国や肌の色で差別されない 

  ７．学校で分かりやすく教えてもらう  ８．自由にグループを作り、集まれる 

  ９．朝ごはんを食べる        １０．障害のある子どもが差別されない 

１１．自由にものを考えて、自分のことは自分で決める 

 １２．自分が秘密にしておきたいことを勝手に見られたり、さわられたりしない 

 １３．自分のやりたいこと（スポーツ・音楽・ファッション・趣味など）ができる 

 １４．自分の出した意見がきちんと尊重される 

 １５．家の事情を心配せずに、行きたい学校へ進学できる 

 １６．家族と一緒に仲良く暮らす 

 

性別	 〔	 男	 	 女	 〕 

中学２年生用 
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問１	 「子どもの権利条約」というものを知っていますか。 
 

  
内容まで知

っている 

名前だけは

知っている 
知らない 

小５男子 7 95 340 

小５女子 7 88 310 

中２男子 5 42 359 

中２女子 5 36 382 

男子全体 12 137 699 

女子全体 12 124 692 

 

小５男子

2%

21%

77%

内容まで知っている

名前だけは知っている

知らない

 
 

小５女子

2%

22%

76%

内容まで知っている

名前だけは知っている

知らない

 
 

（ ｎ ＝ ４ ４

２）	 

（ ｎ ＝ ４ ０

５）	 
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中２男子

1%
10%

89%

内容まで知っている

名前だけは知っている

知らない

 
 

中２女子

1% 9%

90%

内容まで知っている

名前だけは知っている

知らない

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ｎ＝４０６）	 

（ｎ＝４２３）	 
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問２	 自分で決めても良いと思うことは、どのようなことですか。特に良いと思うものを

３つ選んでください。 
 

  友達 

将来のこ

と（進学

や就職な

ど） 

服やファ

ッション 

家に帰る

時間 

習い事や

塾 

学校のき

まり・校則 

学校の授

業 

クラブ活

動や部活

への参加 

子ども会

や生徒会

活動への

参加 

遊ぶ場所 

テレビや

ゲームの

時間 

携帯電話

を持つこ

と 

親に決め

てもらい

たい 

小５男子 300 275 83 57 94 22 23 124 33 130 114 35 24 

小５女子 303 240 197 24 94 17 13 88 45 87 38 39 26 

中２男子 289 252 123 64 41 29 26 127 16 101 73 59 5 

中２女子 329 269 230 49 31 34 8 114 24 66 36 64 4 

男子全体 589 527 206 121 135 51 49 251 49 231 187 94 29 

女子全体 632 509 427 73 125 51 21 202 69 153 74 103 30 

 

300

275

83

57

94

22

23

124

33

130

114

35

24

0 50 100 150 200 250 300 350

小５男子

親に決めてもらいたい

携帯電話を持つこと

テレビやゲームの時間

遊ぶ場所

子ども会や生徒会活動への参加

クラブ活動や部活への参加

学校の授業

学校のきまり・校則

習い事や塾

家に帰る時間

服やファッショ ン

将来のこと（進学や就職など）

友達

 

303

240

197

24

94

17

13

88

45

87

38

39

26

0 50 100 150 200 250 300 350

小５女子

親に決めてもらいたい

携帯電話を持つこと

テレビやゲームの時間

遊ぶ場所

子ども会や生徒会活動への参加

クラブ活動や部活への参加

学校の授業

学校のきまり・校則

習い事や塾

家に帰る時間

服やファッショ ン

将来のこと（進学や就職など）

友達

 

( ｎ

=442)	 

( ｎ

=405)	 
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289

252

123

64

41

29

26

127

16

101

73

59

5

0 50 100 150 200 250 300 350

中２男子

親に決めてもらいたい

携帯電話を持つこと

テレビやゲームの時間

遊ぶ場所

子ども会や生徒会活動への参加

クラブ活動や部活への参加

学校の授業

学校のきまり・校則

習い事や塾

家に帰る時間

服やファッショ ン

将来のこと（進学や就職など）

友達

 

329

269

230

49

31

34

8

114

24

66

36

64

4

0 50 100 150 200 250 300 350

中２女子

親に決めてもらいたい

携帯電話を持つこと

テレビやゲームの時間

遊ぶ場所

子ども会や生徒会活動への参加

クラブ活動や部活への参加

学校の授業

学校のきまり・校則

習い事や塾

家に帰る時間

服やファッショ ン

将来のこと（進学や就職など）

友達

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ｎ

=406)	 

( ｎ

=423)	 
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問３	 普段の生活の中で、認めて欲しいと思うことはどれですか。特に認めて欲しいもの

を３つ選んでください。 
 

  

自分の

意見を

きちん

と言え

る 

安心で

きる自

分の場

所があ

る 

自由に

遊んだ

り休ん

だりで

きる 

暴力や

言葉や

態度で傷

つけられ

ない 

性別で

差別さ

れない 

出身国

や肌の

色で差

別され

ない 

学校で

分かり

やすく

教えて

もらう 

自由に

グルー

プを作

り、集

まれる 

朝ごは

んを食

べる 

障害の

ある子

どもが

差別さ

れない 

自由にもの

を考えて、

自分のこと

は自分で

決める 

自分が秘密に

しておきたいこ

とを勝手に見ら

れたり、さわら

れたりしない 

自分のやりた

いこと（スポー

ツ・音楽・ファッ

ション・趣味な

ど）ができる 

自分の

出した意

見がきち

んと尊重

される 

家の事情

を心配せず

に、行きた

い学校へ

進学できる 

家族と

一緒に

仲良く

暮らす 

小５男子 76 129 126 67 32 20 41 62 116 46 67 83 179 15 39 216 

小５女子 58 126 70 51 49 25 35 52 59 75 48 118 173 10 37 209 

中２男子 53 98 179 54 35 20 46 65 39 22 108 110 215 23 42 60 

中２女子 65 126 143 65 31 17 49 56 17 40 100 139 214 33 71 65 

男子全体 129 227 305 121 67 40 87 127 155 68 175 193 394 38 81 276 

女子全体 123 252 213 116 80 42 84 108 76 115 148 257 387 43 108 274 

 

76

129

126

67

32

20

41

62

116

46

67

83

179

15

39

216

0 50 100 150 200 250

小５男子

家族と一緒に仲良く暮らす

家の事情を心配せずに、行きたい学校へ進学できる

自分の出した意見がきちんと尊重される

自分のやりたいこと（スポーツ・音楽・ファ ッショ ン・趣味など）が

できる

自分が秘密にしておきたいことを勝手に見られたり、さわられたり

しない

自由にものを考えて、自分のことは自分で決める

障害のある子どもが差別されない

朝ごはんを食べる

自由にグループを作り、集まれる

学校で分かりやすく教えてもらう

出身国や肌の色で差別されない

性別で差別されない

暴力や言葉や態度で傷つけられない

自由に遊んだり休んだりできる

安心できる自分の場所がある

自分の意見をきちんと言える

 

58

126

70

51

49

25

35

52

59

75

48

118

173

10

37

209

0 50 100 150 200 250

小５女子

家族と一緒に仲良く暮らす

家の事情を心配せずに、行きたい学校へ進学できる

自分の出した意見がきちんと尊重される

自分のやりたいこと（スポーツ・音楽・ファ ッショ ン・趣味など）が

できる
自分が秘密にしておきたいことを勝手に見られたり、さわられたり

しない

自由にものを考えて、自分のことは自分で決める

障害のある子どもが差別されない

朝ごはんを食べる

自由にグループを作り、集まれる

学校で分かりやすく教えてもらう

出身国や肌の色で差別されない

性別で差別されない

暴力や言葉や態度で傷つけられない

自由に遊んだり休んだりできる

安心できる自分の場所がある

自分の意見をきちんと言える

 

( ｎ

=442）	 

( ｎ

=405）	 
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53

98

179

54

35

20

46

65

39

22

108

110

215

23

42

60

0 50 100 150 200 250

中２男子

家族と一緒に仲良く暮らす

家の事情を心配せずに、行きたい学校へ進学できる

自分の出した意見がきちんと尊重される

自分のやりたいこと（スポーツ・音楽・ファ ッショ ン・趣味など）が

できる
自分が秘密にしておきたいことを勝手に見られたり、さわられたり

しない

自由にものを考えて、自分のことは自分で決める

障害のある子どもが差別されない

朝ごはんを食べる

自由にグループを作り、集まれる

学校で分かりやすく教えてもらう

出身国や肌の色で差別されない

性別で差別されない

暴力や言葉や態度で傷つけられない

自由に遊んだり休んだりできる

安心できる自分の場所がある

自分の意見をきちんと言える
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暴力や言葉や態度で傷つけられない

自由に遊んだり休んだりできる
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●市民アンケート（関連抜粋） 
 
問８	 あなたは、子どもの基本的人権を国際的に保障している「子どもの権利条約」を知

っていますか。 
 
	 １．内容まで知っている	 	 	 	 	 ７７  
	 ２．名前だけ知っている	 	 	 	 ４４８  
	 ３．知らない	 	 	 	 	 	 	 	 	 ２９９  
 

子どもの権利条約の認知度

9%

55%

36%

内容まで知っている

名前だけは知っている

知らない

 
 
 

（ ｎ ＝ ８ ２

４）	 
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●宗像市子ども基本条例（案）に関する市民意見提出手続の意見及びその

回答	 

	 

条項	 意	 	 	 	 見	 対応	 回	 	 	 	 	 答	 

前文	 	 「子どもは一人ひとりが権利の主

体です」を「子どもは一人の人間と

して尊重され、平和の中で、幸福に

育つ権利があります。子どもは子ど

もが権利を持つことを学ぶ中で他

者への尊重を学びます」という表現

に	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子どもは保護の客体であるだけでなく、

「権利の主体である」という考え方が、

大切であると考えています。また、後半

の「他者への尊重」の部分は、６段落目

に「自分と同じように相手のことを大切

にする心」という文がありますが、これ

が同様の意味であると考えています。	 

前文	 	 「可能性の芽を摘み取らずに成長

させること」「体験させたり、教え

導く」「社会の一員としての役割や

ルールを学ぶ」という表現の再考

を。「子どもが自らの意思で成長・

発達することの大切さ」というよう

な、子どもの目線での表現がいいよ

うに思う。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

この子ども基本条例は総合条例として構

成しています。ここでは、３つの柱のひ

とつである「大人の役割」を大人に向け

て述べています。また、「子どもが自らの

意思で・・・」の部分についても、７段

落目の「子どもが自らの可能性を伸ばし」

の部分に含まれていると考えています。	 

前文	 	 ユニセフのＣＦＣ事業で提唱さ

れた「子どもにやさしいまち」の基

本・定義をもとに考えられたこと、

子どもが現在の社会の一員として、

未来の社会の担い手として参加す

る権利があること、一人の人間とし

て尊重される、平和の中で生きる権

利なども入れて欲しい。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

前文については、条例全体に流れる考え

方などを謳うものであり、個々に具体的

に規定するものではありません。そのた

め、ご提案の内容は前文には出てきませ

んが、第４条第１項第４号や第７条の中

に規定されております。	 

前文	 「児童の権利に関する条約」の理

念に基づき、子供の権利の保証を進

めるために制定したこと･･････な

ど条例を作る基本理念を明記して

欲しい。	 

原案どお

り	 

貴重なご意見、ありがとうございます。

条例を作る基本理念については、前文及

び第１条に含まれていると考えていま

す。	 

前文	 	 平易な文章はこどもに向けたパ

ンフレット等で使用すると良い。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

前文については、子どもでも読めるよう

にという配慮から、「ですます調」で記述

しています。	 

前文	 

	 

	 ６～９行まではいらないと思い

ます。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

４段落目では、３つの柱のひとつである

「大人の責務」について述べており、重

要なことであると考えています。	 

前文	 	 １０行目	 その中で→	 自分の

権利を学ぶことで	 

一部修正	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

「その中で」は、６段落目の「人と人と

のふれあい」を指しています。誤解を招

かないように、「その中で」は「そのふれ

あいの中で」と修正します。	 
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第 1条	 「児童の権利に関する条約の理

念に基づき」の文言をいれる	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子ども基本条例は、「児童の権利に関する

条約」の他にも「日本国憲法」や「児童

福祉法」などさまざまな法律に基づいて

いますので、ご提案の文言を追加するこ

とは特に考えていません。子ども基本条

例は逐条解説を作成する予定です。その

中で触れたいと考えています。	 

第 2条第 1項

第 1 号	 

	 この条例を１８歳未満すべてを

対象としてよいのか。幼少期や義務

教育が終わった１５歳以上で権利

の内容が同じで良いのか。子どもに

対する越権行為もあるのではない

か。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子どもの権利は、すべての子どもが生ま

れながらにして持っていて、等しく認め

られるものであり、年齢によって発生し

たり消滅したりするものではないと考え

ています。	 

第 3条第 3項

及び第 4項	 

	 「保障に努めなければならない」

を「子どもの権利を保障しなければ

ならない」市や施設関係者は強い意

思を持たなければならないと思う。	 

一部修正	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご指摘の点は、重要なことであると考え

ます。子どもの権利を守ることは、子ど

も関係施設や市だけではなく、すべての

大人が役割を果たし、お互いの立場を尊

重し、責任を押し付け合うことなく、社

会全体で協力しなければ達成することは

困難であると考えます。そのためには、

立場によって意識の違いがあってはなら

ないと考えます。	 

よって、第１項から第４項までの語尾

を「権利の保障に努めなければならな

い。」から「権利を保障しなければならな

い。」、第５項の語尾を「取り組むよう努

めなければならない。」から「取り組まな

ければならない。」へと修正するものとし

ます。	 

第 3条関係	 	 第３項、第４項は	 権利の保障に

努めなければならない→	 保証し

なければならない。	 

第 3条関係	 	 なぜ保護者は‐が最初にくるの

でしょうか。４	 市は、あらゆる施

策を通じて子どもの権利の保障に

努めなければならない。が一番にく

るべきではないでしょうか。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

この子ども基本条例は、子どもを中心と

して考えています。そのため、子どもに

より身近な存在から順番に記述するよう

にしています。そのため、「保護者」→「市

民等」→「子ども関係施設」→「市」の

順番となっています。	 

第 4条第 1項	 	 「安心して生きることができ

る。・・・・」を「安心して生きる

権利があります。そのためには以下

のことが保障されなければならな

い」に	 

一部修正	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご提案を参考にさせていただき、「・・・

ことができる。そのためには、」を「・・・

権利を有する。ついては、」に修正するも

のとします。	 

	 「主として」については、子どもの権

利は条例に掲げたもの以外にもあること

を表すためと、数ある権利の中でも宗像

市では特に条例に掲げた権利を保障する

ことを表すために使っているため、原案

どおり使用するものとします。	 

	 「次に掲げる」という表現については、

一般的に法令で使われる用語となってい

ますので、原案どおり使用いたします。	 

第 4条第 1項	 	 安心して生きることができる。そ

のためには、主として･･････	 →	 

安心して生きる権利があります。そ

のためには次のことが保障されな

ければならない。	 
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第 4条第 1項

第 3 号	 

「温かい家庭の定義が曖昧であ

る」「家族と一緒に生活すればよい

のか」「単身赴任等で一緒に暮らす

のが無理な家庭が多い状況ではこ

の文言では親に負担感を与える」

「『家族との時間を大切にする』に

書き換えてはどうか」「第４条第１

項第２号愛情及び理解をもって育

まれることで補えるのではないか」	 

誤解を受ける可能性のある文言

は避けるべきではないか。	 

一部修正	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

「家族」「家庭（環境）」とも「児童の権

利に関する条約」の中でも使用されてお

り、生まれてくる環境を選べない子ども

にとり、非常に重要なものであります。	 

言葉の定義についてですが、「温かい家

庭」の「温かい」は、条約の前文にある

「幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中」

を指します。「家庭」には、条約第２０条

に規定される「代替的な監護」も含まれ

ます。「家族」は、条約の前文にある「社

会の基礎的な集団」「児童の成長及び福祉

のための自然な環境」を指します。	 

	 子どもは親・家族と生活するのが基本

であると考えます。それが出来ない場合

は、社会で看ることになります。その場

合においても、子どもを家族に帰すこと

が基本となります。確かに、ご意見にあ

るような面はありますが、子どもの最善

の利益を考えた場合、積極的に肯定する

必要はないと考えます。	 

しかしながら、「一緒に」という言葉は、

確かに物理的に一緒にいなければならな

いという印象を与えかねません。そのた

め、「温かい家庭の中で、家族と一緒に生

活すること。」から「温かい家庭の中で、

家族と共に生活すること。」に修正するも

のとします。	 

	 また、子ども基本条例は逐条解説を作成

する予定ですので、その中でも分かりや

すく解説を行います。	 

第 4条第 1項

第 3 号	 

	 不要。第２号と重複すると思う。	 

第 4条第 1項

第 3 号	 

	 考え方にあるような狭義のイメ

ージをさすものであれば、保障した

くてもできない保護者もたくさん

いるので、条例には入れない方がい

いと思います。	 

第 4条第 1項

第 3 号	 

	 アンケートの設問によって子ど

もたちが回答しているので、わざわ

ざ入れる必要はなく（２）で十分だ

と思う。	 

第 4条第 1項

第 3 号	 

	 温かい家庭の中で、家族と一緒に生活する

こと。は削除してもらいたい。	 

	 「温かい家庭」「家族」二つとも言葉の定

義が明確ではありません。個人により違った

見解を持つような言葉は条例にふさわしく

ないと思います。	 	 

	 特に「家族」は、法律的な家族なのか、世

帯なのか、気持ちの上でのつながりからくる

家族なのか、血縁なのか、ずいぶん意味合い

が違います。	 

	 例えば、血縁による親子のみを家族と定義

した場合、離婚した家族、病気や障害による

入院や入所、虐待による家族からの隔離、単

身赴任の家族、親がいても育てられない状

況、ＤＶによる別居、等いっしょに暮らせな

い家族がたくさんあります。そういう環境に

ある子どもこそ、切にこの基本条例を待って

いるのです。	 

	 家族ではない保育者といっしょに生活せ

ざるを得ない子どもたちが「家族と一緒に生

活する権利がある」と聞いて心を痛めるので

はないかと心配です。	 

	 だれかといっしょにご飯を食べられない

孤食の状況を改善したいという思いには共

感しますが、そこは啓発や保護者への指導で

対応するしかないのではないか、と思ってい

ます。保護者への教育はまずＰＴＡです。積

極的な連携をお願いします。	 
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第 4条第 1項

第 6 号	 

	 「健全な」を「健やかな」	 原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

辞書によると、「健やか」は病気をせず、

からだの丈夫なさま。健康。を意味し、「健

全」は①心身ともにすこやかで異常のな

いこと。②考え方や行動が偏らず調和が

とれていること。を意味します。「健全」

の方が心身のみならず考え方や行動まで

表現することができますので、ここでは

「健全」を用いることとします。	 

	 なお、子ども基本条例においては、「健

やか」は「成長」に対して、｢健全｣は「発

達」に対して使用するというように言葉

の使い分けを行っていることを申し添え

ます。	 

第 5条第 1項	 	 「自分らしく生きることができ

る。・・・・」第４条と同様に変更。

（権利があります。そのためには次

のことが保障されなければならな

い。）	 

一部修正	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご提案を参考にさせていただき、「・・・

ことができる。そのためには、」を「・・・

権利を有する。ついては、」に修正するも

のとします。	 

	 「主として」については、子どもの権

利は条例に掲げたもの以外にもあること

を表すためと、数ある権利の中でも宗像

市では特に条例に掲げた権利を保障する

ことを表すために使っているため、原案

どおり使用するものとします。	 

	 「次に掲げる」という表現については、

一般的に法令で使われる用語となってい

ますので、原案どおり使用いたします。	 

第 5条第 1項	 	 「権利があります。そのためには

次のことが保障されなければなら

ない。」としたほうが良い。	 

第 5条第 1項

第 1 号	 

	 「個性が認められ、人格が尊重さ

れること」	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

「人格」も「個性」も明治時代ごろから

使われ始めた比較的新しい言葉のようで

すが、「個性」の方が「人格」より以前か

ら使われていたようです。また、古い辞

書には「個性とは独立した人格を養成し

たものをいう」とあります。色々な解釈

はあるでしょうが、「人格」は「個性」に

含まれていると考えています。そのため、

「個性が認められ」という表現の中に、

「人格が尊重されること」は含まれてい

ると考えます。	 

第 5条第 1項

第 2号及び第

3号	 

	 「年齢に応じて」は不要だと思い

ます。子どものありのままを認める

ところからスタートしているので。	 

原案どお

り	 

貴重なご意見、ありがとうございます。

日本の法律や教育制度を考慮すると、「年

齢」という尺度をひとつの基準として考

える必要があると考えています。例えば、

少年法では、14 歳以上未満がひとつの基

準となっていますし、学校教育法におい

ても年齢が義務教育期間の基準となって

います。	 	 

すべての人が子ども一人ひとりの発達

の状況を把握し、それをもとに対応する

ことは、現実として困難であると考えま

す。そのため、すべての人を対象とした

部分については、基準として「年齢」を

使用しています。	 

第 5条第 1項

第 2号及び第

3号	 

	 「年齢に応じて」を削除。成長の

速度には個人差があり年齢がでて

くるのは疑問。	 

第 5条第 1項

第 2 号	 

	 年齢に応じて自分で考え、判断

し、行動すること。年齢（成長・発

達）・・・・では、どうでしょうか。	 

第 5条関係	 	 「年齢に応じて・・・」とありま

すが、年齢ではなく発達・成長など

の方が良いのではと思いました。	 
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第 5条第 1項

第 3 号	 

	 年齢に応じてプライバシーが守

られること。子どものうちは、ある

程度、親やまわりの人が必要に応じ

て、プライバシーに介入することも

あるのではないでしょうか。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご意見のとおり、生まれたばかりの赤ち

ゃんと高校生とでは、守られるべきプラ

イバシーの範囲が異なると考えます。そ

のため、「年齢に応じて」という文言を入

れて、プライバシーの範囲に変化がある

ことを表現しています。	 

第 5条関係	 	 「子どもの個人情報は、不当に利

用されないこと。一方で、本人に有

益な個人情報は得ることが出来る

こと。」を追加してもらいたい。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

個人情報については、法律及び条例が整

備されていますので、子ども基本条例に

追加することは考えていません。	 

第 5条関係	 	 「子どもは自分や他の子どもの権

利が侵害された時、身近な大人にそ

れを訴える権利を有し、訴えること

で不当な扱いを受けない。」を追加

してもらいたい。	 

	 子どもがいじめなどを受けた時、

身近な大人に話せずに不登校にな

った、話したためにそれまで以上に

ひどい扱いを受けた等の事例を毎

年保護者の方から聞きます。子ども

自身が、自分の権利を守るために出

来ることを条文の中に入れること

が必要だと考えます。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご意見の内容は、第７条第１項第２号の

「自分の気持ち又は考えを表明し、尊重

されること」で対応できると考えます。

また、身近な大人などに相談できない子

どものために、第６章において救済制度

を規定しています。	 

第 6条第 1項	 	 「豊かに育つことができる。・・・・」

第４条と同様に変更。（権利があり

ます。そのためには次のことが保障

されなければならない。）	 

一部修正	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご提案を参考にさせていただき、「・・・

ことができる。そのためには、」を「・・・

権利を有する。ついては、」に修正するも

のとします。	 

	 「主として」については、子どもの権

利は条例に掲げたもの以外にもあること

を表すためと、数ある権利の中でも宗像

市では特に条例に掲げた権利を保障する

ことを表すために使っているため、原案

どおり使用するものとします。	 

	 「次に掲げる」という表現については、

一般的に法令で使われる用語となってい

ますので、原案どおり使用いたします。	 

第 6条第 1項	 	 「権利があります。そのためには

次のことが保障されなければなら

ない。」としたほうが良い。	 

第 6条第 1項

第 1 号	 

	 「学ぶこと」だけではあいまいで

わかりにくい	 

	 『すべての子どもは等しく教育を

受ける権利を有する』という文言を

加えてください。さまざまな理由か

ら学校へ行くことが出来ない子ど

もたちがいますが、その対応が不十

分です。この条文があることで、子

どもに寄り添った教育の保障が、進

むことを期待します。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

辞書によると、「教育」は、教え育てるこ

と。人を教えて知能をつけること。人間

に他から意図をもって働きかけ、望まし

い姿に変化させ、価値を実現する活動。

ということを意味します。「学ぶ」は、ま

ねてする。教えを受ける。習う。学問を

するということを意味します。	 

	 このように、「教育」は「学ぶ」に含ま

れ、「学ぶ」の方がより自発的なニュアン

スが含まれることから、ここでは「学ぶ」

を用いた方がよりふさわしいと考えま

す。	 

	 なお、大人の側の視点に立った場合は、

第 9条第 6 項のように、「教育」という文

言を使用しています。	 
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第 6条第 1項

第 1 号及び 2

号	 

	 入れ替え。	 原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

号の順番に優越はありませんが、読む順

番を考えて並べています。「学ぶ権利」す

なわち教育を受ける権利は国民の三大権

利の一つであり、条約においても単独の

条が設けられたものであります。また、

「教育はそれ自体で人権であるととも

に、他の人権を実現する不可欠な手段」

と考えられています。以上のことから、

最も大切な権利であると考えるため、最

初に表記しています。	 

第 6条第 1項

第 1号及び第

2号	 

	 （１）学ぶこと（２）遊ぶことの

順序は、逆にしてほしいです。順序

に意味はないとしても違和感があ

ります。	 

第 6条第 1項	 	 （１）、（２）は順番を入れ替える	 

第 6条第 1項

第 3 号	 

	 「年齢に応じた」削除	 原案どお

り	 

貴重なご意見、ありがとうございます。

日本の法律や教育制度を考慮すると、「年

齢」という尺度をひとつの基準として考

える必要があると考えています。例えば、

少年法では、14 歳以上未満がひとつの基

準となっていますし、学校教育法におい

ても年齢が義務教育期間の基準となって

います。	 	 

すべての人が子ども一人ひとりの発達

の状況を把握し、それをもとに対応する

ことは、現実として困難であると考えま

す。そのため、すべての人を対象とした

部分については、基準として「年齢」を

使用しています。	 

第 6条第 1項

第 4 号	 

	 他者の尊重というような表現に	 原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

核家族化や、地域とのつながりが失われ

つつある中、子どもが大人から学ぶ機会

が失われています。地域社会の中での学

びの機会は、子どもの権利であると同時

に、すべての大人の責務でもあるという

考えから、子どもと大人どちらにも条文

を入れています。	 

第 6条第 1項

第 4 号	 

	 子どもの豊かに育つ権利に入れ

る是非を再考していただきたい。	 

第 6条第 1項

第 4 号	 

	 省く。９条の親の責務に入ると思

う。	 

第 6条関係	 	 「文化・芸術・またはスポーツな

どの活動に参加すること」を、第９

条ではなく第６条に入れてほしい

です。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご提案の内容は、第６条第１項第１号及

び第２号に含まれると考えます。	 

条文としては追加しませんが、子ども

基本条例は逐条解説を作成する予定です

ので、その中で例示を行います。	 

第 6条関係	 	 条例案には障がいがある子ども

について言及されていません。『障

がいを持って差別されることなく、

必要な支援を受けることが出来る』

ことを加えてください。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご提案の内容は、第４条第１項第５号及

び第７条第１項第４号の規定に含まれる

と考えます。	 

条文としては追加しませんが、子ども

基本条例は逐条解説を作成する予定です

ので、その中で例示を行います。	 

第 6条関係	 	 進路指導等について「塾に通わな

いと進学のための情報が得られな

い」「障がいがある子どもに対する

進路指導が充分でない」などの意見

がありました。『教育や職業に関し

ての情報や指導を受けられる権利』

を加えてください。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

いただいたご意見は大切な権利であると

考えますが、ひとつひとつの事例を権利

として挙げるには、条例の条文としては

限りがあります。そのため、「主として」

という文言を入れて、他にも保障すべき

権利があることを表しています。	 
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第 6条関係	 	 『子ども及び保護者又は関係者

は、子どもの権利が守られていない

とき、子ども関係施設だけでなく子

ども権利救済委員に相談すること

ができる。』という条文を加えてく

ださい。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

権利救済委員への相談については、第２

２条第１項第１号に規定しているとお

り、救済委員の職務として条例で規定し

ています。子ども又はその関係者が相談

できることは、そこで保障しています。

また、相談の具体的な方法については規

則で定め、パンフレットにてお知らせす

る予定です。	 

第 7条第 1項	 	 「社会に自ら参加することができ

る。・・・・」を第４条と同様に変

更。（権利があります。そのために

は次のことが保障されなければな

らない。）	 

一部修正	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご提案を参考にさせていただき、「・・・

ことができる。そのためには、」を「・・・

権利を有する。ついては、」に修正するも

のとします。	 

	 「主として」については、子どもの権

利は条例に掲げたもの以外にもあること

を表すためと、数ある権利の中でも宗像

市では特に条例に掲げた権利を保障する

ことを表すために使っているため、原案

どおり使用するものとします。	 

	 「次に掲げる」という表現については、

一般的に法令で使われる用語となってい

ますので、原案どおり使用いたします。	 

第 7条第 1項	 	 「権利があります。そのためには

次のことが保障されなければなら

ない。」としたほうが良い。	 

第 7条第 1項

第 3 号	 

	 「年齢に応じて」削除	 原案どお

り	 

貴重なご意見、ありがとうございます。

日本の法律や教育制度を考慮すると、「年

齢」という尺度をひとつの基準として考

える必要があると考えています。例えば、

少年法では、14 歳以上未満がひとつの基

準となっていますし、学校教育法におい

ても年齢が義務教育期間の基準となって

います。	 	 

すべての人が子ども一人ひとりの発達

の状況を把握し、それをもとに対応する

ことは、現実として困難であると考えま

す。そのため、すべての人を対象とした

部分については、基準として「年齢」を

使用しています。	 

第 7条関係	 	 号の並びを、（２）（３）（１）（４）

の順にする	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

コミュニケーション能力を身につけてい

なければ、以下の権利を行使することが

出来ないと考えています。号に優越はあ

りませんが、読む順番を考えて並べてい

ます。	 

第 7条関係	 項目は、２・３・１・４の順番が

良い。	 

第 7条関係	 	 子どもが自分で決定する権利も

加えてほしいです。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

自己決定権については、日本国憲法にお

いて明文で定められていません。また、

民法においても第 823 条の職業の許可な

ど、親権を行う者の許可が必要となるも

のもあります。以上のことから、子ども

がすべてを自己決定することはできない

と考えています。	 

	 また、日本の最高裁判所の判例を見て

も、自己決定権については、正面からは

承認されていない状況にあります。	 
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第 8条第 3項	 	 第１章なぜ「こども基本条例」を

つくるのか、の３「子どもの権利」

とはの内容とあっていないように

思いました。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子ども基本条例は子どもに関する総合条

例であり、子どもの権利のみならず、子

どもの健全育成、子育て支援等、子ども

施策全般について規定したものです。	 

	 子どもの権利は、生まれながらにして

保障されるべきものであり、義務や責任

を果たすことを条件に認められるもので

はありません。しかしながら、自分の権

利を実現するためには、「他者の権利を侵

害しないで尊重する」ことや、「家庭や社

会のルールを守る」ことなどを学び、実

践することが大切です。そうしなければ、

正当な権利の主張であったとしても、た

だの「わがまま」と受け取られ、結果、

自らの手で自分の権利の実現を困難なも

のとしてしまう恐れがあります。	 

	 子どもの権利を保障することは大人の

責務ですが、子ども自身も不断の努力に

より権利を保持しなければならず、濫用

してはならないものであると考えます。

第８条ではそのことを規定しており、子

どもの権利をとらえる上では、重要なこ

とであると考えています。	 

第 8条関係	 	 この条例の目的の一つに「大人が

果たすべき役割を明確にし、子ども

の権利を守っていくこと」とありま

す。「子どもの役割」をこの条例に

加えることはこの目的と矛盾して

います。ここで挙げられる子どもの

役割は大人が教えていくべきこと

であり、それに関しては第６条第１

項第４号においてカバーされてい

ます。第８条は必要ないと考えま

す。	 

第 8条関係	 	 ８条は権利ではないので、ここに

書くのはおかしい。むしろ、子ども

に向けたパンフレット等で、権利を

守ることは他人の権利を大事にす

ることだとして、ふれるべきだと考

えます。	 

第 8条関係	 	 削除。自分の権利を学ぶときに、

当然学ぶべきことなので特記する

必要はないと思う。	 

第 8条関係	 	 これが必要かどうか、子どもを交

えてもっと多くの人と意見交流で

きないでしょうか？	 策定にあた

り、どれだけの人が関わるかで、施

行後の啓発活動にも良い結果がえ

られるのではないかと思います。審

議会の中では、時間をかけて話し込

まれているようですが、異なる立場

や意見の人たちが、あらゆる機会を

利用して、十分に意見交換する丁寧

な策定の過程が一番重要ではない

でしょうか。	 

第 8条関係	 	 「他の者」という言い方より、お

互いに尊重しあうような言い方の

方がいいのではないでしょうか。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

「他の者」という表現は、自分以外の人

を指す場合に一般的に法令で使われる用

語となっています。子ども基本条例は、

逐条解説を作成する予定ですので、その

中ではわかりやすい言葉を用いるなど工

夫したいと考えています。	 

第 10 条第 1

項第 1 号	 

	 子どもは「社会の宝」であると認

識し→	 カットする。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子どもは地域社会の一員であり、次代を

担う大切な存在です。そのことを表現し

たのが、「社会の宝」という言葉です。こ

こでは、子どもと直接関わっているかい

ないかは関係なく、すべての大人が子ど

もに関わる必要があることを述べていま

す。	 



 76 

第 10 条第 3

項	 

	 

	 主旨には賛同できますが、「社会

のルール」が狭量な大人の基準に合

わせられる場合を危惧します。子ど

もに対する寛容性が低下している

現状もあります。第３号は、第１号、

第２号が十分に実践されて初めて

適応出来るものだと考えます。	 

一部修正	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

核家族化や、地域とのつながりが失われ

つつある中、子どもが大人から学ぶ機会

が失われています。地域社会の中での学

びの機会は、子どもの権利であると同時

に、すべての大人の責務でもあるという

考えから、子どもと大人どちらにも条文

を入れています。	 

	 狭量な大人の基準に合わせられる場合

を危惧されていますが、子どもに対して

何か行う場合は、大人の視点ではなく、

「子どもの最善の利益の保障」が基準と

なります。	 

	 しかしながら、今回ご意見も多かった

ことから、条文の見直しを行い、「・・・

ときは、正しく指導し、又は関係機関等

に・・・」を、「・・・ときは、注意し、

若しくは指導し、又は関係機関等に・・・」

と修正するものとします。	 

第 10 条第 3

項	 

	 必要なし	 

第 10 条第 3

項	 

	 市民等は、子どもによる社会のル

ールに反する行為を発見したとき

は、正しく指導し、又は関係機関等

に通報若しくは連絡しなければな

らない。は、あえて基本条例に規定

する条項ではないのではないでし

ょうか。	 

第 10 条第 3

項	 

いらない。	 

第 12 条第 3

項	 

	 「設けるよう努めなければならな

い」を「設けなければならない」に	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

市政等に関して考えを表明することは、

現在でも可能です。義務的な形ではなく、

自発的に行われることが理想であると考

えますので、考えを表明しやすくなるよ

う、市は最大限努力するものとします。	 

第 12 条第 4

項	 

	 『保護者や子どもからの相談があ

った時には必要な支援をしなけれ

ばならない』との文言をいれてくだ

さい。実際に保護者や子どもから既

存の市の相談機関に働きかけがあ

っても、親身な対応がされていない

ケースが少なくないからです。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご指摘の点については、４項に含まれて

おり、市として当然の業務であると考え

ます。もし適切な対応が出来ていないと

いうことであればご相談いただければと

思います。	 

第 12 条第 4

項	 

	 「に努めなければならない」を「し

なければならない」に	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

すべての事案について早期発見できるこ

とが理想ではありますが、残念ながら、

現実には義務化して早期発見を保障する

ことは大変困難であります。そのため、

条文としては「努めなければならない」

といたしますが、早期発見ができるよう、

今後も市として最大限努力するものとし

ます。その努力の結果、すべての事案で

早期発見できることもあると考えていま

す。	 

第 12 条関係	 	 （３）、（５）では	 努めなければ

ならない→	 「をしなければならな

い。」に変える。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

市政等に関して考えを表明することは、

現在でも可能です。義務的な形ではなく、

自発的に行われることが理想であると考

えますので、考えを表明しやすくなるよ

う、市は最大限努力するものとします。	 

	 啓発についても、残念ながら、すべて

の市民の方に完全に行き届くことには困

難でありますが、最大限の努力をする中

で、100％を目指していきたいと考えてい

ます。	 
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第 4章関係	 	 子どもが安全に、学ぶことの権利

を保障されるためには「通学路」等

の安全な環境の整備が必須です。	 

	 第１４条	 子どもの居場所づく

りにおいても、安全で安心な居場所

の提供に努める前に、その居場所へ

行くための「安全」も確保されなけ

ればいけません。例えば、防犯灯の

設置、見通しの確保、歩車道の分離、

緊急時の避難場所の設置、防犯設備

の設置など。	 

	 そのためには、定期的な通学路等

の安全点検の実施が必要になりま

す。	 

	 そこで、第４章に「通学路」等の

安全確保について追記することを

要望します。	 

	 赤間西小校区、土穴交差点周辺は

交通事故が多発する危険な交差点

です。赤間駅前マンション区の子ど

もたちは通学路として、横断する危

険にさらされています。数年にわた

り、歩道の確保などの保護者からの

要望を自治会やＰＴＡを通じて改

善要望を出していますが、いまだに

子どもたちの安全は確保されてい

ません。	 

	 この「子ども基本条例」の中に、

「通学路は優先的に安全を確保す

るべき」などということが明記され

れば、交通規制などの改善要望も実

現しやすくなるのでは、と思いま

す。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご指摘の点は、第１７条の規定に含まれ

ています。また、「子育て支援計画」（市

のホームページ又は子ども育成課にてご

覧いただくことができます。）において、

「（６）子育てを支援する生活環境の整

備」の中の事業Ｎｏ１３１日常生活を支

える道路の整備として取り上げ、具体的

施策に取り組んでいます。	 

	 	 

第 13 条第 2

項	 

「子どもの意見を聞く」と入れたほ

うが良い。	 

原案どお

り	 

貴重なご意見、ありがとうございます。

ご提案の意見については、第１２条第３

項の規定に基づき対応したいと考えてい

ます。	 

第 13 条関係	 	 施策の推進では、権利の主体であ

る子どもに条例を丁寧に知らせる

とともに、子どもの声を聞いて行動

計画を策定していただきたいです。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご提案の意見については、第５章及び第

１２条第３項の規定に基づき対応したい

と考えています。	 

第 13 条関係	 	 子どもの声の反映方法を明記す

べきでは。施策の検証について明記

すべきでは	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご提案の意見については、第１２条第３

項の規定に基づき対応したいと考えてい

ますが、具体的な手法についてはさまざ

まな方法があると考えますので、条文化

して固定してしまわず、実施段階で柔軟

に対応したいと考えています。	 

施策の検証については、第２７条で規

定しています。	 
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第 14 条関係	 	 「努めなければならない」を「提

供しなければならない」「支援しな

ければならない」に	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

「子どもの居場所づくり」については、

その時の状況により、提供できない場合

も考えられます。そのため、市、市民等

及び施設関係者は最大限努力するものと

します。	 

	 また、支援についても、他自治体の事

例等を見ると、自治体による支援を必要

としていない活動もあります。そのため、

支援についても最大限努力するものとし

ます。	 

第 15 条第 1

項	 

	 市は･･････機会を設けるよう努

めなければ→	 機会を設けなけれ

ばならない。（出来れば、子ども会

議とか具体的に入れて欲しい）	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

意見表明をすることは、現在でも可能で

す。義務的な形ではなく、自発的に行わ

れることが理想であると考えますので、

考えを表明しやすくなるよう、市は最大

限努力するものとします	 

第 18 条関係	 

	 

「努める」をしなければならない

という表現に	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

普及や啓発は、残念ながら、すべての市

民の方に完全に行き届くことには困難で

ありますが、最大限の努力をする中で、

100％を目指していきたいと考えていま

す。	 

第 18 条関係	 	 「努める」では弱いので、「する」

「しなければならない」に変える。	 

第 19 条関係	 「努める」をしなければならないと

いう表現に	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

学習については自発的に行われるのが理

想であり、強制するものではないと考え

ます。そのため、市は、学習等への支援

が進むよう最大限の努力をするものとし

ます。	 

第 19 条関係	 「努める」では弱いので、「する」

「しなければならない」に変える。	 

第 6章関係	 	 救済委員の活動に対する人的財

政的支援の保障は	 

	 条例案では子どもの救済委員会

へのアクセスが不明では	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

救済委員の活動に対する保障は、市が条

例の運用を適切に行うことにより保障し

ます。子どもの救済委員への申出の方法

等は、規則で定めます。また、広報紙や

パンフレット等で周知するものとしま

す。	 

第 6章関係	 	 説明会では、救済委員会が活発に

活動しない状況の方が良いという

ようなことが言われました。子ども

に寄り添い子どもの救済をするの

であれば、子ども自身がとりあえず

気持ちをはきだせるとことである

べきだし、親支援の役割もあると思

います。子どものために、活発に活

動する機関であることを前提に、委

員３人以内という制約ではなく、せ

めて３人以上、必要に応じて増やせ

るように変えていただきたいです。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

救済制度の「理想」は、子どもが全員救

済委員の存在を知っていて、何かあった

ら利用する意思を持っており、救済機関

もいつでも利用できる体制にあって、特

に権利侵害が発生せず、誰も利用する人

がいないというものだと考えています。

子どもの権利の保障をし、子どもを守る

のはすべての大人の責務であると考えま

す。救済委員は、解決困難な状況を打開

するために、条例に基づき調査、調整、

要請、勧告などの権利救済・回復活動を

行う役割を担っています。基本的な対応

としては、現行の制度で対応できる部分

は対応していきたいと考えています。	 

	 救済制度は子どもの権利救済のための
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第 6章関係	 	 救済委員は３人以内で大丈夫な

のでしょうか。	 

制度です。子どもに寄り添って活動する

という点については、ご理解いただきた

いと思います。	 

	 人数については、先進自治体の実績か

ら、十分対応できると考えています。	 

第 27 条関係	 

	 

	 子どもの権利委員会を作り、そこ

が検証するとした方が良い。	 

	 次世代育成支援対策推進事業は、

平成２７年３月までなので、基本条

例設置後は名称も子どもの権利を

入れたほうが良い。	 

原案どお

り	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

次世代育成支援対策推進法は平成２７年

３月３１日までの時限法でありますが、

次世代育成支援対策審議会は特に期限を

決めて設置していません。子ども基本条

例は子どもの権利だけでなく、子どもの

健全育成、子育て支援等をすべて網羅し

た総合条例です。施策の検証は、これま

でも宗像市の子ども施策を検証してお

り、また、この子ども基本条例（案）の

策定をおこなった、次世代育成支援対策

審議会が望ましいと考えています。	 

その他（第 1

条）	 

	 目的の中に、「子どもの権利侵害

の救済及び回復に関する事項」が明

記されていることで、この条例がた

だの理念だけのものではないこと

がわかり大変よいと思います。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

期待に応えられるよう、しっかりと運用

していきたいと考えています。	 

その他（第 2

条第 1 項第 1

号）	 

	 乳幼児も対象になるのか。朝ごは

んを食べていない子がとても多い。

そういう基本的な生活習慣にも踏

み込んでいくのか。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

１８歳未満までのすべての子どもが対象

となります。したがいまして、お尋ねに

ある乳幼児も対象となります。	 

基本的な生活習慣についても、啓発活

動を行っていきます。	 

その他（第 3

条第 5 項）	 

	 お互いの立場を尊重し、協力して

取り組むよう努めなければならな

い。は是非残してもらいたい。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

いただいたご意見は、尊重したいと考え

ています。	 

その他（第 2

章関係）	 

	 命あるものの大切さを知り、自分

自身を大切にし、思いやりのある心

を育てていくよう努める。	 

	 生きる力を身につけることがで

きるよう努める	 

	 ・・・・のような事をいれてはど

うでしょうか。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

条例に取り入れることはいたしません

が、大切な考え方だと思います。ご意見

の主旨は、条例に生かされています。	 

その他（第 2

章関係）	 

	 第４条を親に理解いただくため

に、ＩＰＰＯ（今年度福岡県が虐待

予防のために実施）があります。２

か月～４カ月までの第１子の親子

を対象としたプログラムです。是

非、採用していただきたいと思いま

す。	 

	 	 貴重な情報、ありがとうございます。

施策の検討を行う上での参考とさせてい

ただきます。	 

その他（第 4

条第 1 項第 6

号）	 

	 健全な発達を阻害する環境にメ

ディアがあると思います。子どもの

年齢に合わせて早い時期からの啓

発が必要です。福津市では、４ヶ月

健診の時から啓発がなされ成果が

出ています。	 

	 	 貴重な情報、ありがとうございます。

子ども基本条例は、逐条解説を作成する

予定ですので、その中で例示などを行っ

ていきます。	 
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その他（第 6

条第 1 項第 2

号）	 

	 

	 子どもには遊ぶ権利もある。公園

等には禁止事項が多く、自由に遊べ

ない。他市町村で禁止事項を無くす

活動が広がりつつあるが、宗像市で

も取り組んで欲しい。	 

	 	 貴重な情報、ありがとうございます。

今後、施策の検討を行う上での参考とさ

せていただきます。	 

その他（第 6

条関係）	 

	 第６条を実施するために、プレー

パークを常設化してほしいと思い

ます。現在メイトム宗像の外を使わ

せていただいていますが、メイトム

宗像、のぞみ園、発達支援センター、

青少年センター、子育て支援センタ

ーが集まっている点で、子どもの権

利条例を遵守して作られた川崎市

の子ども夢パークと類似していま

す。まだ、九州では、それだけの規

模のプレーパークはありません。是

非、常設化して、子どもが豊かに育

つ場として使いたいと思います。ま

た、青少年センターのホールを土

日、児童館のように小、中、高校生

の居場所として使えるようにして

いただきたいと思います。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

施策の検討を行う上での参考とさせてい

ただきます。	 

その他（第 6

条関係）	 

	 子どもの豊かな成長を保障する

ための子ども関係施設として、児童

館が必要です。公民館とは別に。子

どもどうしが交流し遊びのなかで

集団としてのルールや相手を思い

やる気持ちを育てていけるような

場が必要です。各校区に児童館をつ

くることを宗像でも是非すすめて

いただきたい。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

宗像市においては、コミュニティ・セン

ターを中心とした子どもの居場所づくり

を施策として推進しており、現在のとこ

ろ児童館の計画はありません。	 

その他（第 6

条第 1 項第 3

号）	 

	 生活のリズムを保障するために

は、保護者や子どもに関わる大人

（社体の指導者や塾の先生なども

含む）が、子どもの成長発達を学ぶ

機会が様々なところで必要になる

と思います。メディアの影響も増大

しています。第９条保護者の役割２

にもありますが、保護者以外のまわ

りの大人も視野に入れた行動計画

をお願いします。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

広報啓発などを通して取り組んでいきた

いと考えています。また、施策の検討を

行う上での参考とさせていただきます。	 

その他（第 7

条第 1 項第 1

号）	 

	 コミュニケーション能力を伸ば

すための体験が必要なことが明記

されていて安心しました。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

いただいたご意見は、尊重したいと考え

ています。	 

その他（第 7

条第 1 項第 1

号）	 

	 とても大切なことだと思います。	 

その他（第 7

条第 1 項第 1

号）	 

必要なコミュニケーションの力を

伸ばす機会が得られること。は是非

残してもらいたい。	 
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その他（第 2

章関係）	 

	 子どもが義務を負わないと言い

切って良いのか。法的義務はなくて

よいが、道義的にはあるのではない

かと思う。違和感を感じる。	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子どもの権利は、「子どもが大人へと成長

するために必要不可欠なもの」であり、

何かの義務の対価として与えられるもの

ではなく、誰にでも無条件に認められる

ものです。しかしながら、権利の行使に

当たっては、自分の権利が尊重されるの

と同様に他の人の権利を尊重することが

大切です。子どもの権利の濫用や誤解を

生じさせないよう、啓発にもしっかりと

取り組んでいきたいと考えています。	 

その他（第 2

章関係）	 

	 子どもの権利は書いてあるが、子

どもの義務が何なのかが曖昧だと

思う。	 

その他（第 10

条関係）	 

	 市民等の役割の等は誰れをさし

ているのでしょうか。	 

	 ご質問、ありがとうございます。第 2

条第 1 項第 4 号で規定している人を指し

ます。	 

その他（第 3

章関係）	 

	 悪いことをしたら地域の人から

拳骨で注意されていた。そのような

名物おやじが地域からいなくなっ

た。地域みんなが保護者というよう

にしていかないと、地域が死んでし

まうのではないか。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

「地域みんなが保護者」という考え方は

大切であると考えます。子ども基本条例

においても、第１０条で規定しています。	 
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その他（第 3

章関係）	 

（１）教育者（学校）の役割として	 

・教育者は子供の「心と体の健康、生活態度」など、表面に

出にくい実態の把握に努め、指導教育に当たることを提案

します。	 

	 

把握を必要とする理由	 

１、不登校の問題など「現在の子どもはストレス漬け」です

が、その姿は、大人と同じ管理社会と言わざるをえませ

ん。遊ぶ権利や失敗する権利の喪失など、子供の基本条

約を実効たらしめるに貴重です。	 

２、現在の課題である「自尊心の低下」では子どもが育つ土

台が崩れていますが、その本質は何から来ているのか、

この本音を子どもに聴きます。	 

３、表面に見えにくい「心と体の状態」も子どもに聴きます。	 

	 

把握の方法	 

１、１年１回、小中高生に無記名のアンケート調査を行いま

す。	 

	 	 ・アンケート調査を毎年行うこと自体が意識改革になり

ます。	 

２、アンケート内容	 

	 	 ★体調（頭痛、疲れ、夜眠れない、肩こり）	 

	 	 ★保護者、先生の発する言葉で、好きな言葉、嫌いな言

葉	 

	 	 ★自分を好きですか（自己肯定感）	 

	 	 ★１日にテレビゲームをする時間	 

	 	 （ゲーム依存になる前に専門家の指導が大切であること

痛感します。）	 

	 	 ★学校は好きですか？（学校は居場所になっているか）	 

	 	 ★家に居る時は好きですか？（家は居場所になっている

か？）	 

	 

アンケート調査から見える問題と対策	 

	 

★家族での居場所は物理的なものより、「心安らぐ」精神的

なものですが、子供の居場所は、その前に「親の居場所」

が必要である事は言うまでもありません、ココはアンケー

トに基づいて保護者教育の必要性を痛感します。	 

★「学校が楽しくない」子どもには、学校は楽しいところ（居

場所）と教えることが必要です。	 

★時代背景もありますが、先生や保護者の言葉で一番多いの

は何なのか？	 

	 例えば、「早くしなさい・勉強しなさい」が続けば、子供

は「どうせ僕はダメだから」になりますので、子どもとの

接し方を含めた教育も必要です。	 

★子どもに本来肩こりはありませんが、時として祖母が孫の

方を揉んでいる姿は多くの人が見ています。子どもの「う

つ」を含めて、ストレス対策は早めの専門家教育の必要性

を痛感します。	 

★体調不調で「眠れない」「頭痛」などは既に危険信号です

が、アンケートの事実に基づいて生活習慣の改善など、保

護者教育の必要性を痛感します。	 

	 そこでは、身近なアンケート結果が一案の説得力になりま

す。そして子供の健全な育成に努めます。	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

施策の検討を行う上での参考とさせてい

ただきます。	 
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その他（第 3

章関係）	 

	 昔（昭和 50 年代）とは全く違う。

家庭教育力がない。親に子どもを育

てる力がない。学校は教育の場であ

り、家庭教育の場ではない。長期的

な課題だと思うが、出来ることから

手がけてほしい。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

家庭教育力の向上については、第 9条第 1

項及び第 2 項で規定させていただいてい

ます。	 

その他（第 4

章体制）	 

	 不登校で、青少年センターにも通

えない子どもの、学習する権利の保

障ができる体制も考えてください。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

施策の検討を行う上での参考とさせてい

ただきます。	 

その他（第 4

章関係）	 

（２）子ども支援者の「ゆるやかな

ネットワーク」創り	 

	 

例えば、不登校問題など「年間１

０日～２９日休む子供」の保護者も

含めて、予防教育の必要性を感じま

す。	 

	 相談者により、家庭訪問しての対

応が必要なケースもあります。	 

	 これ等の方が一番信頼している

のは行政である事は言うまでもあ

りません。	 

	 市民の皆さまには、子ども基本条

例の啓蒙と合わせて、支援体制の一

本化をお知らせする事は、大きな安

心感になると信じています。	 

	 そこで、行政を核に、ＮＰＯやボ

ランティアなども、必要に応じて一

緒に協力できる、ゆるやかなネット

ワーク創りを提案します。	 

	 例えば、多くの人には話したくな

い心の問題なども、相談者は「１ヶ

所に相談すれば、何処でどんなこと

が出来るのか、信頼できる情報と１

回で何でも分る体制」を切望してお

られます。	 

	 支援に携る人は、必要に応じて、

宗像子ども基本条例の理念を共有

する機会を得て、行政と一緒になっ

て、同じ方向に進む必要性を感じま

す。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

施策の検討を行う上での参考とさせてい

ただきます。	 

その他（第 4

章関係）	 

	 夜遅くに子どもをつれて買い物

をしている姿を見かける。そうせざ

るを得ない状況もある。親を支援す

ることも必要ではないか。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子ども基本条例は総合条例であり、子育

て支援についても第１２条第２項、第１

６条において規定をしております。また

具体的な施策は、子育て支援計画（市の

ホームページ又は子ども育成課にてご覧

いただくことができます。）に基づいて推

進しているところであります。	 
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その他（第 4

章関係）	 

	 子どもが自由に集まれる施設を

作って、子ども同士のつながりを子

ども自身で作れるようにしてはど

うか。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

宗像市においては、コミュニティ・セン

ターを中心とした子どもの居場所づくり

を施策として推進しており、現在のこど

もが自由に集まれる施設の計画はありま

せん。	 

その他（第４

章関係）	 

	 子どもの豊かな成長を保障する

ための子ども関係施設として、児童

館が必要です。公民館とは別に。子

どもどうしが交流し遊びのなかで

集団としてのルールや相手を思い

やる気持ちを育てていけるような

場が必要です。各校区に児童館をつ

くることを宗像でも是非すすめて

いただきたい。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

宗像市においては、コミュニティ・セン

ターを中心とした子どもの居場所づくり

を施策として推進しており、現在のとこ

ろ児童館の計画はありません。	 

その他（第 13

条第 1 項）	 

	 条例なので具体的な内容は入れ

られないと思うが、アクションプラ

ンを作っていく中で、もっと多くの

市民の声を取り入れていく手法を

とってはどうか。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

すでに施策レベルでは「子育て支援計画」

（市のホームページ又は子ども育成課に

てご覧いただくことができます。）に基づ

いて各事業が動いていますが、今後、施

策の検討を行う上での参考とさせていた

だきます。	 

その他（第 14

条第 2 項）	 

	 居場所づくりについて、市民等と

の連携を図り、その支援に努めると

ありますので、さらなるネットワー

クの構築をお願いします。具体的に

は子ども会を支援するネットワー

クを早急に作ってください。家庭以

外での子どもの居場所の第一位に、

子ども会がくるように支援してく

ださい。	 

	 また、こどものために活動する市

民団体のちらしやニュースは、可能

な限り配布するような体制を作っ

てください。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

施策の検討を行う上での参考とさせてい

ただきます。	 

その他（第 14

条関係）	 

	 今後、条例に基づいて具体的な計

画を立てる時、子どもの遊び場につ

いて屋外でボール遊びができる場

所を確保してほしいという要望が

保護者から出ました。実際にはボー

ル遊びの出来ない公園が増えてい

ます。関連した要望として付記しま

す。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

施策の検討を行う上での参考とさせてい

ただきます。	 

その他（第 18

条関係）	 

	 

	 市の大きな務めだと思います。ぜ

ひ、市民活動団体などと連携し、常

に啓発活動と学習支援をお願いし

ます。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

期待に応えられるよう、しっかりと取り

組んでいきたいと考えています。	 

その他（第 5

章関係）	 

	 条例の子ども版が必要。子どもた

ちと一緒にわかりやすい言葉にす

る作業をするといいのでは	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

条例の内容を子どもに伝えるために、子

ども用のパンフレットを作成する予定で

す。子どもたちと一緒に作業をという提

案については、検討させていただきます。	 
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その他（第 5

章関係）	 

１８歳～１９歳の人たちは条例

からははずれます。子ども条例にい

れることはできないかもしれませ

んが、子どもたちに自分の権利を伝

えるとき、どういう扱いになるのか

も知りたいです。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子ども基本条例は、すべての人が内容を

知る必要があると考えています。ですか

ら、同じ様に伝えていくことになると考

えています。	 

その他（第 5

章関係）	 

	 幼稚園や学校で子どもたち自身

が「子どもの権利」について学べる

時間を保障してください。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

すべてのご意見を実現させることは出来

ないかもしれませんが、期待に応えられ

るよう、しっかりと広報や啓発をしてい

きたいと考えています。	 その他（第 5

章関係）	 

	 家庭や地域でも話ができるよう

に学習の場を開催してください。講

師には、喜多明人（子どもの権利条

約ネットワーク代表）、増山均（早

稲田大学教授）の両氏を希望しま

す。	 

その他（第 5

章関係）	 

	 多くの大人が、この条例を知り理

解することが子どもにとって本当

に大切だと思います。施行の折に

は、たくさんの方が参加できるよう

な講演会などを開いて周知してい

ただきたいと思います。	 

その他（第 5

章関係）	 

	 親は虐待と思っていないが、子ど

もの権利を奪っていることがある。

学校へ車で送ることは、通学中の異

年齢交流の機会を奪っているし、朝

子どもを起こすことは、自分で起き

る生活習慣を身につける機会を奪

っている。そういう啓発もする必要

があるのではないか。	 

その他（第 19

条関係）	 

	 

	 市の大きな務めだと思います。ぜ

ひ、市民活動団体などと連携し、常

に啓発活動と学習支援をお願いし

ます。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

期待に応えられるよう、しっかりと取り

組んでいきたいと考えています。	 

その他（第 5

章関係）	 

	 学校や地域などに条例案を配り、

意見などを集めたらよかったので

はないかと思いました。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

今回パブリック・コメントを実施するに

当たっては、保育所・幼稚園・学校・民

生委員児童委員・市民活動団体・ＰＴＡ・

学童保育所などに対して配布又は説明を

行い、意見を求めました。	 

その他（第 5

章関係）	 

	 条例を作ったら、その周知が大

切。どうやって周知して行くのか。

子どもが権利を取り違えたら困る

ので、きちんと伝えていって欲し

い。権利ばかり主張されても困る。	 

	 貴重なご意見、ありがとうございます。

権利の行使に当たっては、自分の権利が

尊重されるのと同様に他の人の権利を尊

重することが大切です。子どもの権利の

濫用や誤解を生じさせないよう、啓発に

もしっかりと取り組んでいきたいと考え

ています。	 

その他（第 6

章関係）	 

	 救済制度が子どもたちにとって

真に有意義となる機関になること

を望みます。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

期待に応えられるよう、しっかりと運用

していきたいと考えています。	 
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その他（条例

全体）	 

	 全体的に「～しなければならな

い」という言葉が多く、強い（強制

的な）感じがするので、もう少し何

とかできないでしょうか。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子どもの権利を保障するという強い意思

の表れとお考えください。	 

その他（条例

案の説明）	 

	 内容について、第１章にある目的

でこれが作られるということは、素

晴らしいと思います。「子どもの権

利」とは、にある内容を大人が目指

していくことが大切だと思います。

ただ、その上の『「子どもの権利」

とその内容』の最後のところで『正

しく「育つ」ことができます』とあ

りますが、「正しく」というのは言

葉があっていないように感じられ

ました。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

辞書によると、「正しい」は①まがってい

ない、よこしまでない。②よいとするも

のや決まりに合っている。③法・規則な

どにかなっている。きちんとしている。

ことを意味しています。一般的な表現で

はないかも知れませんが、間違った使い

方ではないと考えます。	 

その他（条例

案の説明）	 

	 ３	 なぜ「子ども基本条例」が必

要なのかの（３）大人の責務と役割

の中に「子どもにとって最も良いこ

とは何か」という視点で考えると、

子育て支援が親の負担軽減に偏り

すぎ、親を単なるサービスの一方的

な受け手としてしまい、親の子育て

放棄を助長する結果となることは

避けなければなりません。そのため

には、親自身も「育児力」や「家庭

教育力」を高める必要があると考え

ます。とありますが、「育児力」や

「家庭教育力」を高めるために市は

どういう支援をするのかが盛り込

まれるべきではないでしょうか。	 	 

の部分は表現の仕方、考え方に異議

があります。子育て支援があること

で宗像市は子育てがしやすいと言

っている若い人達がいます。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子ども基本条例は総合条例であり、子育

て支援についても第１２条第２項、第１

６条において規定をしております。また、

具体的な施策は「子育て支援計画」（市の

ホームページ又は子ども育成課にてご覧

いただくことができます。）に基づいて推

進しているところであります。	 

	 子育て支援は大変重要なことであり、

今後も市は積極的に取り組んで参ります

が、波線部は、第１６条の考え方でも記

載しているとおり、子どもの最善の利益

とのバランスを考えて実施する必要があ

るという考えに基づいています。	 

その他（条例

案の説明）	 

	 第２章	 子どもの権利	 前文の

「理想は考えられるだけの権利す

べてを条例に盛り込むことですが、

それではきりがありません。」とい

う文章は不必要ではないかと考え

ます。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

多くの市民の方から必要と思われる子ど

もの権利についてご意見をいただきまし

た。そのことに対する回答として必要だ

と考え、文言を入れています。	 
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その他（条例

案の説明）	 

	 第６条	 豊かに育つ権利の（２）

遊ぶことの項で、考え方の中での後

半のごっこ遊びのとらえ方に疑問

を感じます。大人の模倣をすること

により、大人の役割を学び将来必要

となる技術を身につけることが出

来るということよりも身体全体を

使い五感を充分に発達させるため

の遊びとしてごっこ遊びを展開し

ていくことを重視する視点も必要

だと考えます。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

ご指摘の考え方は、遊び全体に関わる大

切な考え方であると認識しています。ご

っこ遊びにも鬼ごっこなど色々な種類が

ありますが、その中でも昔からごっこ遊

びが担ってきた役割のひとつについて、

ここでは例示しています。	 

その他（条例

への期待）	 

	 宗像市は子育て支援に力を入れ、

たくさんの市民団体も子育て支援

の活動をおこなっている、すばらし

い市だと思います。そんな宗像市

に、子ども基本条例が策定されるこ

とは、宗像市の子ども施策の柱がで

き、子ども感の共有がいっそう深ま

り、こどもたちにとってよりよい育

ちを保証するものになると思うと、

とてもうれしいです。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

期待に応えられるよう、条例制定に向け

てしっかりと対応していきたいと考えて

います。	 

その他（条例

への期待）	 

	 子どもたちが自己肯定感と自信

を持って子ども時代を生きていく

ことは当たり前のことですが、現在

そのことが難しくなっています。そ

の中で、宗像市が「子どもの権利条

例」を軸に子どもにやさしいまちづ

くりを進めようとしていることは

とても大切なことだと思います。条

例の施行を強く願います。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

期待に応えられるよう、条例制定に向け

てしっかりと対応していきたいと考えて

います。	 

その他（条例

への期待）	 

	 現在子育てをしていますが、「子

ども基本条例」が出来ることを嬉し

く思います。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

期待に応えられるよう、条例制定に向け

てしっかりと対応していきたいと考えて

います。	 

その他（条例

制定への反

対意見）	 

	 「既存の法律・団体では、対応で

きない為にあえてつくる必要があ

るのか？」と疑問に考えました。	 

	 私は、既存の法律・団体で充分に

可能であると考えます。	 

	 市民共同と言われて久しいので、

互いに協力していけば解決できる

ものと考えます。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

救済制度には、既存の機関・団体では対

応できない子どもの権利に関する行政等

監視機能を有するなど、独自の役割があ

ります。	 

その他（条例

制定への反

対意見）	 

	 「現行の行政以外に、新しくつく

る必要があるのか？」と疑問に考え

ました。	 

	 私は、市の財政状況等考えてみま

しても、きびしいものがあります。	 

	 上記でも言っておりますが、既存

の法・団体等で共同で行えば済むも

ので、税金の無駄使いと考えます。	 

	 	 貴重なご意見、ありがとうございます。

子どもの権利の救済・回復活動は、新た

な取組です。この条例が出来ることによ

り一人でも多くの子どもが救済されるこ

とに繋がれば、決して税金の無駄遣いで

はないと考えます。	 
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●児童の権利に関する条約（政府訳） 
 

平成６年５月１６日	 条約第２号 
 
前文 
	 この条約の締約国は、国際連合憲章において宣明された原則によれば、人類社会のすべ

ての構成員の固有の尊厳及び平等のかつ奪い得ない権利を認めることが世界における自由、

正義及び平和の基礎を成すものであることを考慮し、国際連合加盟国の国民が、国際連合

憲章において、基本的人権並びに人間の尊厳及び価値に関する信念を改めて確認し、かつ、

一層大きな自由の中で社会的進歩及び生活水準の向上を促進することを決意したことに留

意し、国際連合が、世界人権宣言及び人権に関する国際規約において、すべての人は人種、

皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、

出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしに同宣言及び同規約に掲げるすべての権利

及び自由を享有することができることを宣明し及び合意したことを認め、国際連合が、世

界人権宣言において、児童は特別な保護及び援助についての権利を享有することができる

ことを宣明したことを想起し、家族が、社会の基礎的な集団として、並びに家族のすべて

の構成員、特に、児童の成長及び福祉のための自然な環境として、社会においてその責任

を十分に引き受けることができるよう必要な保護及び援助を与えられるべきであることを

確信し、児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、

愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきであることを認め、児童が、社会において個

人として生活するため十分な準備が整えられるべきであり、かつ、国際連合憲章において

宣明された理想の精神並びに特に平和、尊厳、寛容、自由、平等及び連帯の精神に従って

育てられるべきであることを考慮し、児童に対して特別な保護を与えることの必要性が、

1924年の児童の権利に関するジュネーヴ宣言及び 1959年 11月 20日に国際連合総会で採
択された児童の権利に関する宣言において述べられており、また、世界人権宣言、市民的

及び政治的権利に関する国際規約（特に第 23条及び第 24条）、経済的、社会的及び文化的
権利に関する国際規約（特に第 10条）並びに児童の福祉に関係する専門機関及び国際機関
の規定及び関係文書において認められていることに留意し、児童の権利に関する宣言にお

いて示されているとおり「児童は、身体的及び精神的に未熟であるため、その出生の前後

において、適当な法的保護を含む特別な保護及び世話を必要とする。」ことに留意し、国内

の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会

的及び法的な原則に関する宣言、少年司法の運用のための国際連合最低基準規則（北京規

則）及び緊急事態及び武力紛争における女子及び児童の保護に関する宣言の規定を想起し、

極めて困難な条件の下で生活している児童が世界のすべての国に存在すること、また、こ

のような児童が特別の配慮を必要としていることを認め、児童の保護及び調和のとれた発

達のために各人民の伝統及び文化的価値が有する重要性を十分に考慮し、あらゆる国特に
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開発途上国における児童の生活条件を改善するために国際協力が重要であることを認めて、

次のとおり協定した。 
第 1部 
第 1条 
	 この条約の適用上、児童とは、18 歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、そ
の者に適用される法律によりより早く青年に達したものを除く。 
第 2条 
1	 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人
種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会

的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条

約に定める権利を尊重し、及び確保する。 
2	 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見
又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべて

の適当な措置をとる。 
第 3条 
1	 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁
判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、児童の最善の利

益が主として考慮されるものとする。 
2	 締約国は、児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利
及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、こ

のため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 
3	 締約国は、児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健
康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限のある当

局の設定した基準に適合することを確保する。 
第 4条 
	 締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、

行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、

自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内

で、これらの措置を講ずる。 
第 5条 
	 締約国は、児童がこの条約において認められる権利を行使するに当たり、父母若しくは

場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者

又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童の発達しつつある能力に適合する

方法で適当な指示及び指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。 
第 6条 
1	 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。 
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2	 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。 
第 7条 
1	 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から氏名を有する権利及び国籍
を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によっ

て養育される権利を有する。 
2	 締約国は、特に児童が無国籍となる場合を含めて、国内法及びこの分野における関連す
る国際文書に基づく自国の義務に従い、1の権利の実現を確保する。 
第 8条 
1	 締約国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係
事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。 
2	 締約国は、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身
元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。 
第 9条 
1	 締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。
ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に

従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。

このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児

童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることが

ある。 
2	 すべての関係当事者は、1 の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加し
かつ自己の意見を述べる機会を有する。 
3	 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離さ
れている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊

重する。 
4	 3 の分離が、締約国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退
去強制、死亡（その者が当該締約国により身体を拘束されている間に何らかの理由により

生じた死亡を含む。）等のいずれかの措置に基づく場合には、当該締約国は、要請に応じ、

父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者

の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場

合は、この限りでない。締約国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさ

ないことを確保する。 
第 10条 
1	 前条 1の規定に基づく締約国の義務に従い、家族の再統合を目的とする児童又はその父
母による締約国への入国又は締約国からの出国の申請については、締約国が積極的、人道

的かつ迅速な方法で取り扱う。締約国は、更に、その申請の提出が申請者及びその家族の

構成員に悪影響を及ぼさないことを確保する。 
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2	 父母と異なる国に居住する児童は、例外的な事情がある場合を除くほか定期的に父母と
の人的な関係及び直接の接触を維持する権利を有する。このため、前条 1 の規定に基づく
締約国の義務に従い、締約国は、児童及びその父母がいずれの国（自国を含む。）からも出

国し、かつ、自国に入国する権利を尊重する。出国する権利は、法律で定められ、国の安

全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の権利及び自由を保護するために必要

であり、かつ、この条約において認められる他の権利と両立する制限にのみ従う。 
第 11条 
1	 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することがで
きない事態を除去するための措置を講ずる。 
2	 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を
促進する。 
第 12条 
1	 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事
項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見

は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 
2	 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続におい
て、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じ

て聴取される機会を与えられる。 
第 13条 
1	 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印
刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類

の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 
2	 1 の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、
法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。 
（ａ）他の者の権利又は信用の尊厳 
（ｂ）国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 
第 14条 
1	 締約国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。 
2	 締約国は、児童が 1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童
に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。 
3	 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の
秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要

なもののみを課することができる。 
第 15条 
1	 締約国は、結社の自由及び平和的な集会の自由についての児童の権利を認める。 
2	 1 の権利の行使については、法律で定める制限であって国の安全若しくは公共の安全、
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公の秩序、公衆の健康若しくは道徳の保護又は他の者の権利及び自由の保護のため民主的

社会において必要なもの以外のいかなる制限も課することができない。 
第 16条 
1	 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法
に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。 
2	 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 
第 17条 
	 締約国は、大衆媒体（マス・メディア）の果たす重要な機能を認め、児童が国の内外の

多様な情報源からの情報及び資料、特に児童の社会面、精神面及び道徳面の福祉並びに心

身の健康の促進を目的とした情報及び資料を利用することができることを確保する。この

ため、締約国は、 
（ａ）児童にとって社会面及び文化面において有益であり、かつ、第 29条の精神に沿う情	  
	 	 報及び資料を大衆媒体（マス・メディア）が普及させるよう奨励する。 
（ｂ）国の内外の多様な情報源（文化的にも多様な情報源を含む。）からの情報及び資料の

作成、交換及び普及における国際協力を奨励する。 
（ｃ）児童用書籍の作成及び普及を奨励する。 
（ｄ）少数集団に属し又は原住民である児童の言語上の必要性について大衆媒体（マス・

メディア）が特に考慮するよう奨励する。 
（ｅ）第 13条及び次条の規定に留意して、児童の福祉に有害な情報及び資料から児童を保

護するための適当な指針を発展させることを奨励する。 
第 18条 
1	 締約国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則について
の認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養

育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本

的な関心事項となるものとする。 
2	 締約国は、この条例に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児
童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるもの

とし、また、児童の擁護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。 
3	 締約国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提
供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当

な措置をとる。 
第 19条 
1	 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている
間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若し

くは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取（性的虐待を含む。）からその児童を保護するた

めすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。 
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2	 1 の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を
与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに 1 に定める
児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場

合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。 
第 20条 
1	 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にか
んがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与える特別の保護及び援

助を受ける権利を有する。 
2	 締約国は、自国の国内法に従い 1の児童のための代替的な監護を確保する。 
3	 2 の監護には、特に、里親委託、イスラム法のカファーラ、養子縁組又は必要な場合に
は児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たって

は、児童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び

言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。 
第 21条 
	 養子縁組の制度を認め又は許容している締約国は、児童の最善の利益について最大の考

慮が払われることを確保するものとし、また、 
（ａ）児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場

合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従い、かつ、信頼し

得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童

の状況にかんがみ許容されること並びに必要な場合には、関係者が所要のカウンセリ

ングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定

する。 
（ｂ）児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受

けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁

組を考慮することができることを認める。 
（ｃ）国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び

基準と同等のものを享受することを確保する。 
（ｄ）国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらす

ことがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。 
（ｅ）適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条

の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養子縁組が権限のあ

る当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。 
第 22条 
1	 締約国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続若しく
は国内法及び国内的な手続に基づき難民と認められている児童が、父母又は他の者に付き

添われているかいないかを問わず、この条約及び自国が締約国となっている人権又は人道
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に関する他の国際文書に定める権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護

及び人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をとる。 
2	 このため、締約国は、適当と認める場合には、1 の児童を保護し及び援助するため、並
びに難民の児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的としてその難民の児童の

父母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限のある政府

間機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他

の構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的又は一時的にその家庭環境

を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。 
第 23条 
1	 締約国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し
及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであ

ることを認める。 
2	 締約国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものと
し、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児

童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこの

ような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。 
3	 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2 の規定に従って与えられる援助は、父母又
は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、

かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達（文化的及び精神的な

発達を含む。）を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハ

ビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利

用し及び享受することができるように行われるものとする。 
4	 締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心
理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換（リハビリテーション、教育及び

職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。）であってこれらの分野における

自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを

目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 
第 24条 
1	 締約国は、到達可能な最高水準の健康を享受すること並びに病気の治療及び健康の回復
のための便宜を与えられることについての児童の権利を認める。締約国は、いかなる児童

もこのような保健サービスを利用する権利が奪われないことを確保するために努力する。 
2	 締約国は、1 の権利の完全な実現を追求するものとし、特に、次のことのための適当な
措置をとる。 
（ａ）幼児及び児童の死亡率を低下させること。 
（ｂ）基礎的な保健の発展に重点を置いて必要な医療及び保健をすべての児童に提供する

ことを確保すること。 
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（ｃ）環境汚染の危険を考慮に入れて、基礎的な保健の枠組みの範囲内で行われることを

含めて、特に容易に利用可能な技術の適用により並びに十分に栄養のある食物及び清

潔な飲料水の供給を通じて、疾病及び栄養不良と闘うこと。 
（ｄ）母親のための産前産後の適当な保健を確保すること。 
（ｅ）社会のすべての構成員特に父母及び児童が、児童の健康及び栄養、母乳による育児

の利点、衛生（環境衛生を含む。）並びに事故の防止についての基礎的な知識に関して、

情報を提供され、教育を受ける機会を有し及びその知識の使用について支援されるこ

とを確保すること。 
（ｆ）予防的な保健、父母のための指導並びに家族計画に関する教育及びサービスを発展

させること。 
3	 締約国は、児童の健康を害するような伝統的な慣行を廃止するため、効果的かつ適当な
すべての措置をとる。 
4	 締約国は、この条において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、国際
協力を促進し及び奨励することを約束する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を

考慮する。 
第 25条 
	 締約国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局によ

って収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関する定期

的な審査が行われることについての児童の権利を認める。 
第 26条 
1	 締約国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認める
ものとし、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達成するための必要な措置をと

る。 
2	 1 の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力及び事
情並びに児童によって又は児童に代わって行われる給付の申請に関する他のすべての事項

を考慮して、与えられるものとする。 
第 27条 
1	 締約国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準に
ついてのすべての児童の権利を認める。 
2	 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の
発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。 
3	 締約国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1 の権利の実現のため、父母
及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、

必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画を提供する。 
4	 締約国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自
国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、



 96 

児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場合には、締約国

は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。 
第 28条 
1	 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会
の平等を基礎として達成するため、特に、 
（ａ）初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 
（ｂ）種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し、すべての

児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与

えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供

のような適当な措置をとる。 
（ｃ）すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する

機会が与えられるものとする。 
（ｄ）すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、

これらを利用する機会が与えられるものとする。 
（ｅ）定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 
2	 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用
されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 
3	 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上
の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際

協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。 
第 29条 
1	 締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。 
（ａ）児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達さ

せること。 
（ｂ）人権及び基本的自由並びに国際連合憲章にうたう原則の尊重を育成すること。 
（ｃ）児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国

民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。 
（ｄ）すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民である者

の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任あ

る生活のために児童に準備させること。 
（ｅ）自然環境の尊重を育成すること。 
2	 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由
を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、１に定める原則が遵守されること及び

当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合するこ

とを条件とする。 
第 30条 
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	 種族的、宗教的若しくは言語的少数民族又は先住民である者が存在する国において、当

該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を

享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。 
第 31条 
1	 締約国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及び
レクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認め

る。 
2	 締約国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進する
ものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当

かつ平等な機会の提供を奨励する。 
第 32条 
1	 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げ
となり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害とな

るおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。 
2	 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の
措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、 
（ａ）雇用が認められるための 1又は 2以上の最低年齢を定める。 
（ｂ）労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。 
（ｃ）この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。 
第 33条 
	 締約国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保

護し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法

上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。 
第 34条 
	 締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。

このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び

多数国間の措置をとる。 
（ａ）不法な性的な好意を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。 
（ｂ）売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。 
（ｃ）わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。 
第 35条 
	 締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止

するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 
第 36条 
	 締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童

を保護する。 
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第 37条 
	 締約国は、次のことを確保する。 
（ａ）いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い

若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、18 歳未満の者
が行った犯罪について科さないこと。 

（ｂ）いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑	 	 

留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期

間のみ用いること。 
（ｃ）自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、

その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべ

ての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り

成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を

通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。 
（ｄ）自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触

する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてそ

の自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有す

ること。 
第 38条 
1	 締約国は、武力紛争において自国に適用される国際人道法の規定で児童に関係を有する
ものを尊重し及びこれらの規定の尊重を確保することを約束する。 
2	 締約国は、15歳未満の者が敵対行為に直接参加しないことを確保するためのすべての実
行可能な措置をとる。 
3	 締約国は、15歳未満の者を自国の軍隊に採用することを差し控えるものとし、また、15
歳以上 18歳未満の者の中から採用するに当たっては、最年長者を優先させるよう努める。 
4	 締約国は、武力紛争において文民を保護するための国際人道法に基づく自国の義務に従
い、武力紛争の影響を受ける児童の保護及び養護を確保するためのすべての実行可能な措

置をとる。 
第 39条 
	 締約国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の

残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害

者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措

置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境にお

いて行われる。 
第 40条 
1	 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳
及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が他の者
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の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、

当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進される

ことを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。 
2	 このため、締約国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。 
（ａ）いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為又

は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されないこと。 
（ｂ）刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障

を受けること。 
（ⅰ）法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。 
（ⅱ）速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護者を通じ

てその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁護人その他適当な

援助を行う者を持つこと。 
（ⅲ）事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づく公

正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特に当該児童の

年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を除くほか、

当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。 
（ⅳ）供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問

させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求め

ること。 
（ⅴ）刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置につい

て、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関に

よって再審理されること。 
（ⅵ）使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援

助を受けること。 
（ⅶ）手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。 
3	 締約国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用さ
れる法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、特に、

次のことを行う。 
（ａ）その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定する

こと。 
（ｂ）適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条

件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。 
4	 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われる
ことを確保するため、保護、指導及び監督命令、カウンセリング、保護観察、里親委託、教

育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るもの

とする。 
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第 41条 
	 この条例のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層

貢献するものに影響を及ぼすものではない。 
（ａ）締約国の法律 
（ｂ）締約国について効力を有する国際法 
 
第 2部 
第 42条 
	 締約国は、適当かつ積極的な方法でこの条約の原則及び規定を成人及び児童のいずれに

も広く知らせることを約束する。 
第 43条 
1	 この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査する
ため、児童の権利に関する委員会（以下「委員会」という。）を設置する。委員会は、この

部に定める任務を行う。 
2	 委員会は、徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において能力を認められた 10
人の専門家で構成する。委員会の委員は、締約国の国民の中から締約国により選出されるも

のとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、衝平な地理的分配及び主要

な法体系を考慮に入れる。 
3	 委員会の委員は、締約国により指名された者の名簿の中から秘密投票により選出される。
各締約国は、自国民の中から一人を指名することができる。 
4	 委員会の委員の最初の選挙は、この条約の効力発生の日の後 6箇月以内に行うものとし、
その後の選挙は、2年ごとに行う。国際連合事務総長は、委員会の委員の選挙の日の遅くと
も 4 箇月前までに、締約国に対し、自国が指名する者の氏名を 2 箇月以内に提出するよう
書簡で要請する。その後、同事務総長は、指名された者のアルファベット順による名簿（こ

れらの者を指名した締約国名を表示した名簿とする。）を作成し、この条約の締約国に送付

する。 
5	 委員会の委員の選挙は、国際連合事務総長により国際連合本部に招集される締約国の会
合において行う。これらの会合は、締約国の 3 分の 2 をもって定足数とする。これらの会
合においては、出席しかつ投票する締約国の代表によって投じられた票の最多数で、かつ、

過半数の票を得た者をもって委員会に選出された委員とする。 
6	 委員会の委員は、4 年の任期で選出される。委員は、再指名された場合には、再選され
る資格を有する。最初の選挙において選出された委員のうち 5人の委員の任期は、2年で終
了するものとし、これらの 5 人の委員は、最初の選挙の後直ちに、最初の選挙が行われた
締約国の会合の議長によりくじ引きで選ばれる。 
7	 委員会の委員が死亡し、辞任し又は他の理由のため委員会の職務を遂行することができ
なくなったことを宣言した場合には、当該委員を指名した締約国は、委員会の承認を条件と
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して自国民の中から残余の期間職務を遂行する他の専門家を任命する。 
8	 委員会は、手続規則を定める。 
9	 委員会は、役員を 2年の任期で選出する。 
10	 委員会の会合は、原則として、国際連合本部又は委員会が決定する他の適当な場所に
おいて開催する。委員会は、原則として毎年 1 回会合する。委員会の会合の期間は、国際
連合総会の承認を条件としてこの条約の締約国の会合において決定し、必要な場合には、再

検討する。 
11	 国際連合事務総長は、委員会がこの条約に定める任務を効果的に遂行するために必要
な職員及び便益を提供する。 
12	 この条約に基づいて設置する委員会の委員は、国際連合総会が決定する条件に従い、
同総会の承認を得て、国際連合の財源から報酬を受ける。 
第 44条 
1	 締約国は、（ａ）当該締約国についてこの条約が効力を生ずる時から 2年以内に、（ｂ）
その後は 5 年ごとに、この条約において認められる権利の実現のためにとった措置及びこ
れらの権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を国際連合事務総長を通じて委

員会に提出することを約束する。 
2	 この条の規定により行われる報告には、この条約に基づく義務の履行の程度に影響を及
ぼす要因及び障害が存在する場合には、これらの要因及び障害を記載する。当該報告には、

また、委員会が当該国における条約の実施について包括的に理解するために十分な情報を含

める。 
3	 委員会に対して包括的な最初の報告を提出した締約国は、1（ｂ）の規定に従って提出
するその後の報告においては、既に提供した基本的な情報を繰り返す必要はない。 
4	 委員会は、この条約の実施に関連する追加の情報を締約国に要請することができる。 
5	 委員会は、その活動に関する報告を経済社会理事会を通じて 2年ごとに国際連合総会に
提出する。 
6	 締約国は、1の報告を自国にいて公衆が広く利用できるようにする。 
第 45条 
	 この条約の効果的な実施を促進し及びこの条約が対象とする分野における国際協力を奨

励するため、 
（ａ）専門機関及び国際連合児童基金その他の国際連合の機関は、その任務の範囲内にあ

る事項に関するこの条約の規定の実施についての検討に際し、代表を出す権利を有す

る。委員会は、適当と認める場合には、専門機関及び国際連合児童基金その他の権限

のある機関に対し、これらの機関の任務の範囲内にある事項に関するこの条約の実施

について専門家の助言を提供するよう要請することができる。委員会は、専門機関及

び国際連合児童基金その他の国際連合の機関に対し、これらの機関の任務の範囲内に

ある事項に関するこの条約の実施について報告を提出するよう要請することができる。 
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（ｂ）委員会は、適当と認める場合には、技術的な助言若しくは援助の要請を含んでおり

又はこれらの必要性を記載している締約国からのすべての報告を、これらの要請又は

必要性の記載に関する委員会の見解及び提案がある場合は当該見解及び提案とともに、

専門機関及び国際連合児童基金その他の権限のある機関に送付する。 
（ｃ）委員会は、国際連合総会に対し、国際連合事務総長が委員会のために児童の権利に

関連する特定の事項に関する研究を行うよう同事務総長に要請することを勧告するこ

とができる。 
（ｄ）委員会は、前条及びこの条の規定により得た情報に基づく提案及び一般的な性格を

有する勧告を行うことができる。これらの提案及び一般的な性格を有する勧告は、関

係締約国に送付し、締約国から意見がある場合にはその意見とともに国際連合総会に

報告する。 
 
第 3部 
第 46条 
	 この条約は、すべての国による署名のために開放しておく。 
第 47条 
	 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託する。 
第 48条 
	 この条約は、すべての国による加入のために開放しておく。加入書は、国際連合事務総

長に寄託する。 
第 49条 
1	 この条約は、20番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日の後 30日
目の日に効力を生ずる。 
2	 この条約は、20番目の批准書又は加入書が寄託された後に批准し又は加入する国につい
ては、その批准書又は加入書が寄託された日の後 30日目に効力を生ずる。 
第 50条 
1	 いずれの締約国も、改正を提案し及び改正案を国際連合事務総長に提出することができ
る。同事務総長は、直ちに、締約国に対し、その改正案を送付するものとし、締約国による

改正案の審議及び投票のための締約国の会議の開催についての賛否を示すよう要請する。そ

の送付の日から 4 箇月以内に締約国の 3 分の 1 以上が会議の開催に賛成する場合には、同
事務総長は、国際連合の主催の下に会議を招集する。会議において出席しかつ投票する締約

国の過半数によって採択された改正案は、承認のため、国際連合総会に提出する。 
2	 1の規定により採択された改正は、国際連合総会が承認し、かつ、締約国の 3分の 2以
上の多数が受諾した時に、効力を生ずる。 
3	 改正は、効力を生じたときは、改正を受諾した締約国を拘束するものとし、他の締約国
は、改正前のこの条約の規定（受諾した従前の改正を含む。）による引き続き拘束される。 
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第 51条 
1	 国際連合事務総長は、批准又は加入の際に行われた留保の書面を受領し、かつ、すべて
の国に送付する。 
2	 この条約の趣旨及び目的と両立しない留保は、認められない。 
3	 留保は、国際連合事務総長にあてた通告によりいつでも撤回することができるものとし、
同事務総長は、その撤回をすべての国に通報する。このようにして通報された通告は、同

事務総長により受領された日に効力を生ずる。 
第 52条 
	 締約国は、国際連合事務総長に対して書面による通告を行うことにより、この条約を廃

棄することができる。廃棄は、同事務総長がその通告を受領した日の後 1 年で効力を生ず
る。 
第 53条 
	 国際連合事務総長は、この条約の寄託者として指名される。 
第 54条 
	 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とす

るこの条約の原本は、国際連合事務総長に寄託する。 
	 以上の証拠として、下名の全権委員は、各自の政府から政党に委任を受けてこの条約に

署名した。 
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