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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１６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、今回の

中間答申に至りました。 
 
 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 
  
 
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）。 
 
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。 



 10 

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。 

 
 
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

４８～Ｐ５７）をご覧下さい。 
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（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（Ｐ５８～Ｐ６５）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（Ｐ６６）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

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 



 12 

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 
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 
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 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。

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。 
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・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

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。 
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 ◆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

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
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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。 
 
 ◆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。 
 
 
 


