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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。 

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。 

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  なぜ保護者は－が 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 

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。 

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。 
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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。 

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。 

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 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。 
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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。） 

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。 

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

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。 

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。 

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。 
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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。） 

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。 

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

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。 

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 

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、

も大切な権利であると考えるため、

初に表記しています。 

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 

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。 

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。） 

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。 

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

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 

第 7条関係 項目は、２・３・１・４の順番が

良い。 

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  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 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。 

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。 

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  「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。 

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。 

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 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 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 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 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 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、 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 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 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 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 

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。 

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、 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 19条関係 「努める」をしなければならないと

いう表現に 

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。 

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 大限の努力をするものとし

ます。 

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。 

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。 

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

のは救済委員ではなくすべての大人の責

務であると考えます。救済委員は、あく

までその手助けをする役割を担っている

と考えます。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

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。 
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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。 

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。 
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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。 

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。 

  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。 
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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。 

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。 

 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。 

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。 

  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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 善の利益について 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 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、
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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 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 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 低限度の基準に適合するこ

とを条件とする。 
第 30 条 



 97 

 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 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、 後の解決手段として 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 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、 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 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 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 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 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。 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、 初の選挙の後直ちに、 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 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。 


