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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。 



 21 

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。 

 



 24 

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。 



 34 

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
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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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


