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立法法務 研修報告書の刊行にあたって 

 
 自治体経営研修「立法法務」は、自治体を巡る政策課題の理解を深め、政策形

成能力の向上を図るとともに、政策の条例化を中心とした法務能力を高めるこ

とを目標とした研修です。テーマの背景分析を行い、問題点を把握し、それに対

し立法目的・立法事実を明確にした上で条例の内容検討へと移り、整合性・適法

性等の確認をしたのち、条文化へと移るといった政策形成・条例作成の過程をひ

ととおり経験します。 

本書は、令和元年８月から 12 月にかけて実施した同研修の成果をまとめ、報

告書として刊行するものです。 

例年、時宜に適った事柄を研修テーマとして取り上げています。令和元年度は

「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実現」をテーマとしました。

多摩・島しょ地域などのさまざまな市町村や団体、所属部署から研修生が集まり、

テーマに対して広い視野から検討し、必要な情報について粘り強く調べ、研修生

間で協力しながら条文をまとめ上げていきました。 

また、研修最終日に設けた発表会は、研究成果を活かし、内容の濃い充実した

ものとなりました。研修生の努力の結晶を、この度、報告書という形で多くの方

に知っていただけるようにいたしました。 

 本書は、研修内容の記録という役割にとどまらず、さまざまに活躍される自治

体職員の方々の実務上の参考としてもご活用いただけるよう心がけて編集いた

しました。組織市町村はもとより、関係各位それぞれにお役立ていただけました

ら幸いです。 

 最後になりましたが、研修生の努力と熱意に敬意を表するとともに、ご協力い

ただいた各団体の方々、そして長期間にわたって研修生を派遣してくださった

職場の皆さまのご理解とご支援に感謝申し上げます。 

 
 
令和２年３月 

東京都市町村職員研修所 
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 研究成果発表にあたって 

 

地方分権一括法が施行されてから、約２０年が経過しました。 

国と地方の関係が、以前の「上下・主従の関係」から「協力・対等の関係」へと変化

しています。 

つまり、国から地方への権限の移譲が徐々に進み、地域の課題は、地域自らが解決し

ていく真の「地方自治」の時代へと進展してきているのです。 

このような中、自治体職員には、地方分権の意義を踏まえつつ、地域課題を解決する

政策能力の形成とその政策を推進するための立法法務能力の向上が求められていると

ころです。 

そこで、本研修所では、研修生が、自分たちで実際に条例案を作成する自治体経営研

修「立法法務」を毎年実施しています。 

この研修では、テーマの背景や原因を探り、解決手段としての政策を研究するととも

に、その必要性、実現性を検討しながら、職員自らが条例案を作成することにより、そ

の法務能力の向上を図ることを目的としています。 

本年度の研修のテーマは、「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実現」

についてです。 

自治体が推進してきた子ども施策は、１９９０年代以降、大きく展開します。一つの

要因としては、急激な少子高齢化の対策としての子育て支援施策の充実です。近年の出

生率の低下や保育所の待機児童などの現状が社会問題化する中、現在、政府の主導のも

と、幼児教育の無償化など様々な施策が展開されています。 

もう一つの要因は、いじめ、虐待、子どもの貧困など、子どもをめぐる環境の変化へ

の対応です。いじめ、虐待については、頻繁にニュース番組等で報道されるとともに、

その再発防止が強く求められ、また、子どもの貧困についても、近年、子ども食堂の開

設や子どもの学習支援などに各自治体が積極的に乗り出しているところです。 

背景には、１９９５年の地方分権推進法とこれに続く１９９９年の地方分権一括法の

成立により、国の機関委任事務が廃止され、地方の課題については、地方が自分たちの

責任で解決していくこととなったこと、そして、子ども施策についても、地域の実情を

反映したきめ細かい施策の展開が求められるようになったこと、などが挙げられます。  

さらに、１９９４年４月に子供の権利条約が批准されたことも、子ども施策の充実に

つながる大きな要因となっています。 

 

子どもは、独立した人格と尊厳を持った主体であり、大人と同様、社会の一員です。

大人の思惑等により、子ども自身やこれに関する自治体の施策が振り回される事態は望

ましい社会とは言い難いものです。 

そのため、条例で子どもに関する施策の原則等を制定しておくことが重要になります。 
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これらのことを踏まえて、今年度の研修には、９自治体と１団体から、１２名の職員

が参加し、２グループに分かれて、それぞれ条例案を作成しました。 

それが、ここでご紹介する第１グループの「西多摩市（仮想自治体）子どもいきいき

条例」と第２グループの「○○市子どもの権利条例」です。それぞれの条例案の名称、

内容については、グループの特色を反映し、若干の相違はあるものの、二つのグループ

ともに、「子どもがいきいきと安心して育つまち」を実現するという共通の理念は同じ

です。 

そして、このテーマのもと、それぞれのグループは、全８回にわたり、テーマの背景、

現状分析、地域における問題点などについて真剣に議論し、効果的で具体的な条例案を

作成しました。 

研修生の皆さんは、研修時間中はもちろん、時間外も、それぞれの役割を分担し、条

例に関する調査、条文の作成に熱心に取り組んでおられました。本当に立派でした。 

今回の成果が、それぞれの自治体において、実際に条例制定が必要となった際の一助

になれば、と願っているところです。 

最後に、４か月にわたる長期の研修にもかかわらず、研修生を派遣いただいた各自治

体、団体の関係者の皆様には、この場をお借りし、心より感謝とお礼を申しあげます。 

 

 

東京都市町村職員研修所   

元特別講師  水越 寿彦 

特別講師  川田 誠  
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   西多摩市子どもいきいき条例 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条・第２条） 

 第２章 子どもの権利（第３条－第６条） 

 第３章 責務（第７条－第１２条） 

 第４章 子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちづくりの推進（第１３条－

第１８条） 

 第５章 施策の推進（第１９条－第２２条） 

 第６章 雑則（第２３条） 

 附則 

前文 

子どもは西多摩市の未来をつむぐ、かけがえのない宝物です。 

子どもは生まれながらに、生きる、守られる、育つ、学ぶ、そして参加する権利を

有し、個性や他者との違いにより差別されることなく、一人の自立した人間として、

健やかに育つ権利があります。ここ西多摩市で、子ども一人ひとりが権利を尊重され

て健やかに育ち、夢をかなえることができるようになれば、すべての人にとって豊か

なまちとなります。 

しかしながら、少子化、核家族化、地域連帯の希薄化等が進む中、いじめ、児童虐

待や子どもをめぐる犯罪の多発など、子どもを取り巻く環境は大きく変化しています。

このため、社会全体で、子どもに向き合う大人が協力し、子どもが育つ環境づくりを

進める必要があります。 

このような状況の下、西多摩市では「子どもがいきいきと安心して健やかに育つま

ち」を提唱しています。これは、児童の権利に関する条約の基本理念に基づき、一人

ひとりの子どもが人間としての権利を保障され、子の育ちと子育てを社会で支え合う

仕組みが整えられているまちを指します。 

－ 7－



 

「子どもが安心していきいきと健やかに育つまち」の実現に向け、大人は子ども一

人ひとりが尊厳のあるかけがえのない存在であると深く理解し、あらゆる侵害から子

どもを守り、その模範となる責任があります。大人は子どもの育ちを支える最大のパ

ートナーとして、子どもが多様な経験を重ね、学び育つ機会を確保できるよう努めな

ければなりません。 

また、子どもは、自身の権利を認識し、自分自身を大切にしなくてはなりません。

そして、他の人も自分自身と同様に権利を有することを理解し、お互いに尊重しあう

とともに、社会の一員として責任を持って行動することが必要です。 

「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」は、西多摩市に住む全員にとっ

ても「いきいき」と豊かに暮らせるまちです。子どもと大人、西多摩市を愛する仲間

で手を取り合い、子どもの笑顔があふれる「子どもがいきいきと安心して健やかに育

つまち」を実現することを宣言し、ここに西多摩市子どもいきいき条例を制定します。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、児童の権利に関する条約に基づいて、西多摩市（以下「市」と

いう。）の取組の基本となる事項を定めることにより、市及び大人の責務を明らかに

し、市、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者、事業者及び子ども

が一体となって取組を実行することを図り、もって子どもが幸せに暮らすことがで

きる「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」を実現することを目的とす

る。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

（１）子ども １８歳未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適当で

あると認められる者をいう。 

（２）保護者 親及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４に規定す
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る里親その他親に代わり子どもを養育する者をいう。 

（３）地域住民 市内に居住する者若しくは勤務場所を有する者（第１号に規定する

子どもを除く。）又は市内に事務所を有する法人その他の団体をいう。 

（４）子どもが育ち・学ぶ施設 市内の児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉

施設、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校、就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園及び社会教育法（昭和２４年

法律第２０７号）に規定する社会教育に関する施設その他これらに類する施設の

うち、子どもが育ち、学ぶために入所し、通所し、又は通学する施設その他これ

らに類する施設をいう。 

（５）事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

   第２章 子どもの権利 

 （安心して生きる権利） 

第３条 子どもは、安心して生きることができる。そのためには、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、かけがえのない存在として、大切にされること。 

（２）平和で安全な環境の下で生活ができること。 

（３）愛情及び理解をもって育まれること。 

（４）健康に配慮がなされ、適切な医療が提供されること。 

（５）あらゆる差別及び不当な不利益を受けないこと。 

（６）いじめ、虐待、体罰等から心身が守られること。 

（７）心身の健やかな成長に有害と認められる情報、薬物、労働等から守られること。 

（８）自分を守るために必要な情報及び知識を得ること。 

 （ありのまま自分らしく生きる権利） 

第４条 子どもは、ありのまま自分らしく生きることができる。そのためには、主と

して次に掲げる権利が保障されなければならない。 
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（１）かけがえのない自分を大切にすること。 

（２）個性や他人との違いを認められ、一人の人間として人格が尊重されること。 

（３）自分の考え及び信仰を持つこと。 

（４）自分が思ったこと、感じたことを自由に表現すること。 

（５）プライバシーが守られ、秘密が侵されないこと。 

 （いきいきと健やかに育つ権利） 

第５条 子どもは、いきいきと健やかに育つことができる。そのためには、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）年齢及び発達に応じて、学び、遊び、及び休息すること。 

（２）成長に応じた教育を求め、知りたいと思う情報を得ることにより、かけがえの

ない時間をより充実させること。 

（３）安心できる場所で休み、自由に過ごす時間を持つこと。 

（４）生活習慣を学び、心身ともに健康的な生活を送ること。 

（５）様々な文化、芸術、スポーツ等に親しみ、豊かな感情及び表現力を育むこと。 

（６）市固有の文化、歴史、伝統及び自然に親しみ、及び学ぶ機会を持つこと。 

（７）間違い又は失敗をしたとしても、適切な助言若しくは支援を受け、又は挑戦す

ることができること。 

 （社会に参加し表明する権利） 

第６条 子どもは、自ら社会に参加し、意見を表明することができる。そのためには、

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明し、尊重されること。 

（２）発達に応じて、自分に関することを決められること。 

（３）子どもであることにより、不当な扱いを受けないこと。 

（４）仲間を作り、仲間と集い、又は仲間と活動すること。 

（５）社会参加に関して、意見を表明するために必要な情報の支援を受けられること。 

   第３章 責務 
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 （市の責務） 

第７条 市は、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じてその保障に努めなけれ

ばならない。 

 （保護者の責務） 

第８条 保護者は、子どもの心身の健やかな成長及び養育に関する第一義的な責任者

であることを自覚し、年齢及び成長に応じた適切な指導及び助言を与え、子どもの

権利の保障に努めなければならない。 

２ 保護者は、養育する子どもに対し、愛情を持って育て、虐待及び体罰を行っては

ならない。 

３ 保護者は、子どもの意見を尊重し、年齢及び成長に応じて、適切に応えていくよ

うに努めなければならない。 

 （地域住民の責務） 

第９条 地域住民は、地域が子どもにとって多様な人間関係を通して豊かに育つため

に大切な場であることを認識し、子どもの権利の保障に努めなければならない。 

２ 地域住民は、地域の活動において、子どもが意見を表明し、参加する機会を設け

るように努めなければならない。 

 （子どもが育ち・学ぶ施設の関係者の責務） 

第１０条 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者（以下「施設の関係者」という。）は、当

該施設が子どもの健やかな成長・発達にとって重要な役割を果たすことを認識し、

子どもの権利の保障に努めなければならない。 

 （事業者の責務） 

第１１条 事業者は、社会的な影響力及び責任を意識して、子どもの健やかな成長を

支援する活動を行い、雇用する子どもに対し、権利の保障に努めるとともに、適切

な方法により、子どもの権利についての従業員の理解を深めるように努めなければ

ならない。 

 （子どもの責務） 
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第１２条 子どもは、命の尊さを知り、他人の命も大切にするとともに、互いに助け

合うよう努めなければならない。 

２ 子どもは、社会の一員であることを自覚し、自分の権利が尊重されるのと同様に

他人の権利を尊重するよう努めなければならない。 

   第４章 子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちづくりの推進 

 （子どもの意見表明及び参加の促進） 

第１３条 市、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者は、子どもの意見表明及

び参加を促進するため、子どもの考え及び意見を尊重するとともに、その機会を確

保するため、必要な支援を行うよう努めなければならない。 

 （子どもみらい会議） 

第１４条 市は、まちづくり及び市政について、子どもの意見等を求めるため、西多

摩市子どもみらい会議（以下「子どもみらい会議」という。）を開催する。 

２ 子どもみらい会議は、子どもの自主的及び自発的な取組により運営されるものと

する。この場合において、子どもみらい会議は、その運営のために市に必要な支援

を求めることができるものとする。 

３ 子どもみらい会議は、その主体である子どもが定める方法により、子どもの総意

としての意見等をまとめ、市長に提出することができる。 

４ 市長その他の執行機関は、前項の規定により提出された意見等を尊重するものと

する。 

 （子育て家庭への支援） 

第１５条 市は、子育てをしている家庭に気を配り、安心して子育てをすることがで

きるよう、必要な個々の家庭に応じた支援を行うものとする。 

２ 市は、子育て家庭への支援を行うに当たり、保護者、地域住民、施設の関係者及

び事業者と連携して行うものとする。 

 （子どもへの虐待等に対する取組） 

第１６条 市は、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者と連携し、あらゆる形
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態の虐待、いじめ、体罰及び身体的、精神的な暴力から子どもを保護するため、必

要な措置を講ずるものとする。 

 （有害及び危険な環境からの保護） 

第１７条 市は、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者と連携し、子どもを犯

罪、交通事故、災害の被害その他の子どもを取り巻く有害及び危険な環境から守る

ため、必要な措置を講ずるものとする。 

 （子どもの居場所・遊び場づくり） 

第１８条 市は、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者と連携し、子どもが安

心して過ごすことができる居場所・遊び場づくりに努めるものとする。 

   第５章 施策の推進 

 （計画策定、検証及び公表） 

第１９条 市は、子どもの権利を保障し、子どもがいきいきと安心して健やかに育つ

まちの実現に向け、総合的な推進計画を定めるものとする。 

２ 市は、前項の推進計画を策定し、又は改定するときは、保護者、地域住民、施設

の関係者及び事業者並びに子どもみらい会議に意見等を聴くものとする。 

３ 第 1 項の推進計画は、必要に応じて、その内容を定期的に検証するものとする。 

４ 市は、検証の結果を公表するものとする。 

 （体制整備） 

第２０条 市は、子どもに関する施策及び子どもの未来に影響を及ぼす施策に関し、

必要な体制を整備するものとする。 

 （広報及び啓発） 

第２１条 市は、この条例について、子ども、保護者、地域住民、施設の関係者及び

事業者の理解を深めるため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。 

 （子どもの権利の日） 

第２２条 市は、子どもの権利について、市民の関心を高めるため、にしたま子ども

の権利の日（以下「権利の日」という。）を設ける。 
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２ 権利の日は、１１月２０日とする。 

３ 市は、権利の日にふさわしい事業を行うものとする。 

   第６章 雑則 

 （委任） 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

この条例は、○○年○○月○○日から施行する。 
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西多摩市子どもいきいき条例 

逐条解説 
前文 

 子どもは西多摩市の未来をつむぐ、かけがえのない宝物です。 

子どもは生まれながらに、生きる、守られる、育つ、学ぶ、そして参加する権利を有し、個

性や他者との違いにより差別されることなく、一人の自立した人間として、健やかに育つ権利

があります。ここ西多摩市で、子ども一人ひとりが権利を尊重されて健やかに育ち、夢をかな

えることができるようになれば、すべての人にとって豊かなまちとなります。 

しかしながら、少子化、核家族化、地域連帯の希薄化等が進む中、いじめ、児童虐待や子ど

もをめぐる犯罪の多発など、子どもを取り巻く環境は大きく変化しています。このため、社会

全体で、子どもに向き合う大人が協力し、子どもが育つ環境づくりを進める必要があります。 

このような状況の下、西多摩市では「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」を提

唱しています。これは、児童の権利に関する条約の基本理念に基づき、一人ひとりの子どもが

人間としての権利を保障され、子の育ちと子育てを社会で支え合う仕組みが整えられているま

ちを指します。 

「子どもが安心していきいきと健やかに育つまち」の実現に向け、大人は子ども一人ひとり

が尊厳のあるかけがえのない存在であると深く理解し、あらゆる侵害から子どもを守り、その

模範となる責任があります。大人は子どもの育ちを支える最大のパートナーとして、子どもが

多様な経験を重ね、学び育つ機会を確保できるよう努めなければなりません。 

また、子どもは、自身の権利を認識し、自分自身を大切にしなくてはなりません。そして、

他の人も自分自身と同様に権利を有することを理解し、お互いに尊重しあうとともに、社会の

一員として責任を持って行動することが必要です。 

「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」は、西多摩市に住む全員にとっても「い

きいき」と豊かに暮らせるまちです。子どもと大人、西多摩市を愛する仲間で手を取り合い、

子どもの笑顔があふれる「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」を実現することを

宣言し、ここに西多摩市子どもいきいき条例を制定します。 

【趣旨】 

前文は、条例を制定する趣旨や基本原則、目的などを示すもので、条例の制定の理念を強調

する必要がある場合に置かれることが多いものです。前文は、７つの段落で構成されており、

子どもの権利の保障をより一層進めていくという市民と西多摩市の決意を宣言する内容とな

っています。 

前半は、子どもの権利についての総括的な考え方を示すとともに、子どもが権利を行使する

に当たっての権利と責任の関係、大人が子どもの権利の保障を進めるうえでの果たすべき役割

を述べ、後半は、この条例を制定する意義や子どもの権利の保障を進める決意を示しています。 

【解説】 

（１）第１段落・第２段落 

ここでは、子どもはだれもがかけがえのない存在であること、生まれながらにして「権利
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の主体」であることを示しています。 

（２）第３段落 

ここでは、子どもが置かれている社会環境・社会構造は日々変化しており、それに伴う問

題も顕在化している状況の中で、子どもと大人が協力して、より良いまちづくりを目指して

いくことを示しています。 

（３）第４段落 

ここでは、西多摩市の考えるまちづくりの理念を示しています。その理念の礎として平成

元年に国連総会で採択された「子どもの権利条約（以下「条約」という。）」では、子どもの

権利を大きく分けて、「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」の４

つに分けています。条約の理念に基づき定めるこの条例においては、子どもの権利が保障さ

れ、子どもも大人も共に社会全体で支え合う仕組みを「子どもがいきいきと安心して健やか

に育つまち」と表現し、市の考えるまちづくりの理念として提唱しています。 

（４）第５段落・第６段落 

ここでは、条例を制定する目的でもある、「子どもがいきいきと安心して健やかに育つま

ち」の実現に向けた考え方を示しています。 子どもの権利の保障を進めることで、子ども

が、自ら考え、責任を持って行動できる大人へと育つ環境が整えられます。また、子ども自

身が権利の主体であることを理解し、他者の権利も尊重することで、多種・多様な考えや意

見を認められるようになり、社会の一員としての自覚が芽生えることにも繋がります。 

（５）第７段落 

ここでは、前文に定めていることをすべて踏まえたうえで、市民と市が一体となって、子

どもの権利の保障を進める決意を明らかにしています。  

 

第１章 総則  

 （目的） 

第１条 この条例は、児童の権利に関する条約に基づいて、西多摩市（以下「市」という。）の

取組の基本となる事項を定めることにより、市及び大人の責務を明らかにし、市、保護者、

地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者、事業者及び子どもが一体となって取組を実行

することを図り、もって子どもが幸せに暮らすことができる「子どもがいきいきと安心して

健やかに育つまち」を実現することを目的とする。 

【趣旨】 

本条は、「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」を実現することを、条例の目的

として規定しています。 

【解説】 

ここでは、本条に示した目的を達成するため、この条例では、子どもにとって大切な権利を

明らかにするとともに、家庭や学校・施設、地域等、子どもが生活するあらゆる場面における

子どもの権利の保障を進めるための基本的な仕組みなどを規定しています。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ
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ろによる。 

（１）子ども １８歳未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適当であると認

められる者をいう。 

（２）保護者 親及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４に規定する里親そ

の他親に代わり子どもを養育する者をいう。 

（３）地域住民 市内に居住する者若しくは勤務場所を有する者（第１号に規定する子どもを

除く。）又は市内に事務所を有する法人その他の団体をいう。 

（４）子どもが育ち・学ぶ施設 市内の児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設、学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校、就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第

６項に規定する認定こども園及び社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）に規定する

社会教育に関する施設その他これらに類する施設のうち、子どもが育ち、学ぶために入

所し、通所し、又は通学する施設その他これらに類する施設をいう。 

（５）事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

 

【趣旨】 

本条は、解釈上の疑義をなくすため、「子ども」、「保護者」、「地域住民」、「子どもが育ち・学

ぶ施設」及び「事業者」の定義を規定しています。 

【解説】 

（１）第１号関係 

 ここでは、子どもの定義について、条約において対象年齢を１８歳未満としていることか

ら、条例でも、原則として「子ども」を１８歳未満とすることを規定しています。 

 なお、「その他これらの者と等しく権利を認めることが適当であると認められる者」とは、

１８歳に達した者でも、高等学校に在学している場合などは、１８歳未満の者と取り扱いを

同じくすることが適当なこともあり、年齢が１８歳又は１９歳で、１８歳未満の者が通学し、

通所し、又は入所する育ち学ぶ施設に通学し、通所し、又は入所する者が該当します。 

（２）第２号関係 

 ここでは、親と、様々な理由により親に代わり、親としての役割を果たす里親親等を「保

護者」として定義しています。なお、「その他親に代わり子どもを養育する者」とは、例えば

親自身が未婚の未成年者であり、親権を行使できない場合に、子どもを養育している祖父母

等を指します。 

（３）第３号関係 

 ここでは、「その他の団体」とは、自治会、子ども会、老人会などを指します。 

（４）第４号関係 

 ここでは、「その他これらに類する施設」とは、市内にある子どもが育ち・学ぶためのあら

ゆる施設のことを指します。 

（５）第５号関係 

  ここでは、「その他の団体」とは、設立登記前の会社、法人格を有していない自治会、政党

要件を満たさない政治団体、マンションの管理組合、サークルなどを指します。 
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第２章 子どもの権利 

 （安心して生きる権利） 

第３条 子どもは、安心して生きることができる。そのためには、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、かけがえのない存在として、大切にされること。 

（２）平和で安全な環境の下で生活ができること。 

（３）愛情及び理解をもって育まれること。 

（４）健康に配慮がなされ、適切な医療が提供されること。 

（５）あらゆる差別及び不当な不利益を受けないこと。 

（６）いじめ、虐待、体罰等から心身が守られること。 

（７）心身の健やかな成長に有害と認められる情報、薬物、労働等から守られること。 

（８）自分を守るために必要な情報及び知識を得ること。 

【趣旨】 

本条は、子どもが毎日の生活を送るうえで最も基本となる、安心して生きるために大切な権

利を、第１号から第８号までに具体的に規定しています。 

【解説】 

（１）第１号関係 

ここでは、子どもが安心して生きるために、命が守られ、かけがえのない存在として、大

切にされることを規定しています。 

子どもの命に限らず、全ての人間の命はかけがえのないものとして守られなければなり

ませんが、子どもは大人と比べ、成長発達の過程にあり保護や援助が必要で、弱い存在であ

るため、とりわけ子どもの命を大切に守る必要があります。 

（２）第２号関係 

ここでは、子どもが、平和と安全な環境の下で、安心して暮らせることを規定しています。 

子どもが安心して生きるためには、平和で安全な環境であることが前提であると考えら

れます。 

（３）第３号関係 

ここでは、子ども一人一人が、周囲の大人から愛情や理解を持って育まれることを規定し

ています。 

子どもは、周囲の大人からのたくさんの愛情や正しい理解を得ることによって、心の安定

や健やかな成長につながると考えられます。 

（４）第４号関係 

ここでは、子どもの健康に配慮がなされ、適切な医療が提供されることを規定しています。 

子どもが健やかに成長するためには、健康な体であること、病気になったときは健康な状

態に回復するために必要な医療措置を受けることができる環境であることが必要です。 

（５）第５号関係 

ここでは、子どもが障がい、民族、国籍、性別、家族の状況等いかなる理由によっても、

差別や不当な不利益を受けないことを規定しています。 
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差別、不当な不利益は、子どもの成長・発達にも大きな影響を及ぼすおそれがあることか

ら、これらを受けないようにする必要があります。 

（６）第６号関係 

ここでは、子どもに対する重大な権利の侵害である、いじめ、虐待、体罰等から、精神的

にも肉体的にも、守られることを規定しています。 

特に、いじめ、虐待、体罰等は、その後の成長・発達にも大きな影響を及ぼすおそれがあ

ることから、安心して生きるための権利として規定しています。 

（７）第７号関係 

ここでは、子どもの心身の健やかな成長に有害と認められる情報、薬物、労働等から守ら

れることを規定しています。 

大人は、子どもが生活する様々な場面において、有害な情報、薬物、労働等から守られる

よう支援をする必要があります。 

（８）第８号関係 

ここでは、子どもが自分の身を守るために必要となる情報や知識を得ることができるこ

とを規定しています。「身を守るために」とは、身体に対する外部からの物理的な侵害ばか

りではなく、精神的なものも含まれると考えられます。 

 

 （ありのまま自分らしく生きる権利） 

第４条 子どもは、ありのまま自分らしく生きることができる。そのためには、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）かけがえのない自分を大切にすること。 

（２）個性や他人との違いを認められ、一人の人間として人格が尊重されること。 

（３）自分の考え及び信仰を持つこと。 

（４）自分が思ったこと、感じたことを自由に表現すること。 

（５）プライバシーが守られ、秘密が侵されないこと。 

【趣旨】 

本条は、子どもがありのまま自分らしく生きるために大切な権利を、第１号から第５号まで

に具体的に規定しています。 

【解説】 

（１）第１号関係 

ここでは、子どもが、それぞれが世界中でたった一人しかいない、かけがえのない存在で

ある自分自身を大切にして欲しいという思いをこめて権利として規定しています。 

（２）第２号関係 

ここでは、個々が持っている内面や外見的違いに関わらず、一人の人間として、人格を尊

重されることが大切であることを規定しています。子どもは、個性や、障がいの有無、民族、

国籍、性別などの他人との違いを否定されることなく認められることが必要です。 

（３）第３号関係 

ここでは、子どもが自分の考え及び信仰をもつことを規定しています。 

自分らしく生きるためには、自分の考えや信仰を持つことが守られることが必要です。 
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（４）第４号関係 

ここでは、自分が思ったことや感じたことを、話したり、文章に書いたり、絵に描いたり、

歌ったり、演じたりすることなどを通して、自由に表現し、伝え合うことができることを規

定しています。 

これらの表現の自由が保障されることで、子どもは、自信を持って毎日の生活を送ること

ができると考えられます。 

（５）第５号関係 

ここでは、プライバシーが守られ、秘密が侵されないことを規定しています。 

子どもが危険にさらされる可能性があるなどやむを得ない場合を除き、子どものプライ

バシーや秘密を侵害することがないよう、子どもの権利が最大限保障されることが必要で

す。 

 

（いきいきと健やかに育つ権利） 

第５条 子どもは、いきいきと健やかに育つことができる。そのためには、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）年齢及び発達に応じて、学び、遊び及び休息すること。 

（２）成長に応じた教育を求め、知りたいと思う情報を得ることにより、かけがえのない時間

をより充実させること。 

（３）安心できる場所で休み、自由に過ごす時間を持つこと。 

（４）生活習慣を学び、心身ともに健康的な生活を送ること。 

（５）様々な文化、芸術、スポーツ等に親しみ、豊かな感情及び表現力を育むこと。 

（６）市固有の文化、歴史、伝統及び自然に親しみ、及び学ぶ機会を持つこと。 

（７）間違い又は失敗をしたとしても、適切な助言若しくは支援を受け、又は挑戦することが

できること。 

【趣旨】 

本条は、子どもが様々な経験を通して、いきいきと健やかに育つために大切な権利を、第１

号から第７号までに具体的に規定しています。 

【解説】 

（１）第１号関係 

ここでは、学び、遊び、休息することができることを規定しています。 

「学ぶこと」は、成長・発達する過程にある子どもにとって、保障されなければならない

最も重要な権利の一つです。また、「遊ぶこと」についても、年齢に適した遊びやレクリエ

ーションなどを通して、多くのことを経験することができる大切な権利です。さらに、適度

に「休息すること」は、健やかな成長・発達にとって欠かせないことです。 

（２）第２号関係 

ここでは、成長に応じた教育を求め、知りたいと思う情報を得ることにより、かけがえ

のない時間をより充実させることができることを規定しています。 

子どもの成長にとって、様々なことに興味関心をもち、実際に行動することは生活の質

を向上させるうえで必要不可欠なことです。 
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（３）第３号関係 

ここでは、子どもがゆっくりと安心できる場所で休み、自由に過ごす時間を持つことを規

定しています。 

緊張感から解放され自由に余暇を過ごすことは、いきいきと健やかに育つうえで重要だ

と考えます。 

（４）第４号関係 

ここでは、生活習慣を学び、心身ともに健康的な生活を送ることを規定しています。 

健全な生活を送ることは、いきいきと健やかに育つうえで基本となる重要な事項だと考

えます。 

（５）第５号関係 

ここでは、子どもの感性を豊かにするために、様々な文化、芸術、スポーツ等に触れ親し

むことができることを規定しています。 

子どもは、多様な文化、芸術、スポーツ等の経験を積み重ねることで、豊かな人間性を養

い、表現力を育むことにつながります。 

（６）第６号関係 

ここでは、西多摩市の子どもにとって貴重な財産である西多摩市固有の文化や歴史、伝統

を学ぶ権利、自然と触れ合うことができることを規定しています。 

この権利は、西多摩市独自の文化や、豊かな自然環境などの恩恵を受けて、西多摩市の子

どもたちが西多摩市に愛着を持って、のびのびと、たくましく育って欲しいという願いをこ

めて規定しています。 

（７）第７号関係 

ここでは、人は成功だけではなく、失敗の中からも多くのことを学ぶことから、間違いや

失敗をしても、適切な助言や支援を受け、新たな挑戦ができることを規定しています。 

子どもが失敗を恐れず、色々なことに挑戦することは、子どもの健やかな成長・発達にと

ってとても大切なことです。 

 

（社会に参加し表明する権利） 

第６条 子どもは、自ら社会に参加し、意見を表明することができる。そのためには、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明し、尊重されること。 

（２）発達に応じて、自分に関することを決められること。 

（３）子どもであることにより、不当な扱いを受けないこと。 

（４）仲間を作り、仲間と集い、又は仲間と活動すること。 

（５）社会参加に関して、意見を表明するために必要な情報の支援を受けられること。 

【趣旨】 

本条は、子どもが自ら社会に参加し、意見を表明するために大切な権利を、第１号から第５

号までに具体的に規定しています。 

【解説】 

（１）第１号関係 
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ここでは、子どもが家庭、学校・施設、地域、行政等のあらゆる場面で、自分の気持ちや

考えを表明し、その意見が尊重されることを規定しています。 

子どもの意見表明権を保障することは、あらゆる子どもの権利が保障されることにつな

がる、特に大切な権利のうちの一つです。その一方、この意見表明権は、不当な干渉を受け

やすい権利とも言うことができます。 

子どもが意見表明を行うことは、勇気がいることであり、この権利の行使に当たっては、

意見を表明したことで、不当な不利益を受けることのないよう十分に注意する必要があり

ます。 

（２）第２号関係 

ここでは、子どもが自分で考え、判断する力を身につけていくために、自分に関係するこ

とを、年齢や成長に応じて自分で決めることを規定しています。 

なお、子どもだけであらゆる物事を決めることができるわけではなく、必要に応じて、大

人の適切な助言等の支援を受けることが大切です。 

（３）第３号関係 

ここでは、子どもであることにより、不当な扱いを受けないことを規定しています。 

大人は、子どもに対し「子どもだから」という理由だけで子どもにとっては納得のいかな

いような扱いをする場合があります。こうした行動は、子どもの人格を傷つける行為であ

り、ときには心に傷を残すような場合もあります。子どもが大人を信頼し、将来大人になっ

た時の子どもへの望ましい接し方を学ぶためにも、子どもであることを理由とした不当な

扱いをしないようにする必要があります。 

（４）第４号関係 

ここでは、既存のものに参加するだけではなく、子ども自らが仲間をつくり、集まって、

企画・実施ができることを規定しています。 

ここで定める「仲間」とは、子ども同士はもちろん、大人の仲間も含まれます。例えば、

スポーツ団体やボランティア団体、町内会組織や子ども会などの地域活動への積極的な参

加の経験を通して、豊かに成長・発達することが期待されます。 

（５）第５号関係 

ここでは、子どもが自ら考えたり、参加したりするために、分かりやすい情報提供などの

支援が受けられることを規定しています。 

子どもの参加を促進する立場にある市及び市民は、子どもの年齢や成長・発達段階に応じ

た適切な支援を行うことが求められます。 

 

第３章 責務  

 （市の責務） 

第７条 市は、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じてその保障に努めなければならな

い。 

【趣旨】 

本条は、市が負うべき規範としての責務を規定しています。 

【解説】 
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市が計画し、実施するあらゆる施策を通じて、子どもの権利が尊重され、保障されるように

努めることを規定しています。 

 

 （保護者の責務） 

第８条 保護者は、子どもの心身の健やかな成長及び養育に関する第一義的な責任者であるこ

とを自覚し、年齢及び成長に応じた適切な指導及び助言を与え、子どもの権利の保障に努め

なければならない。 

２ 保護者は、養育する子どもに対し、愛情を持って育て、虐待及び体罰を行ってはならない。 

３ 保護者は、子どもの意見を尊重し、年齢及び成長に応じて、適切に応えていくように努め

なければならない。 

【趣旨】 

本条は、保護者が負うべき規範としての責務を規定しています。 

【解説】 

（１）第１項関係 

ここでは、子どもの健やかな成長についての責任を第一に負うべき存在である保護者等

にその自覚を求めるとともに、子どもの年齢及び成長に応じた適切な指導及び助言を与え、

子どもの権利が尊重され、保障されるように努めることを規定しています。 

（２）第２項関係 

ここでは、大人は子どもに対して、愛情を持って育てることと、虐待や体罰を行わないこ

とを規定しています。 

（３）第３項関係 

ここでは、大人は子どもの意見や気持ちに耳を傾け、子どもの年齢や成長に応じた援助

をすることを規定しています。 

 

（地域住民の責務） 

第９条 地域住民は、地域が子どもにとって多様な人間関係を通して豊かに育つために大切な

場であることを認識し、子どもの権利の保障に努めなければならない。 

２ 地域住民は、地域の活動において、子どもが意見を表明し、参加する機会を設けるように

努めなければならない。 

【趣旨】 

本条は、地域住民が負うべき規範としての責務を規定しています。 

【解説】 

（１）第１項関係 

ここでは、地域住民は、子どもが豊かに育つために地域での人間関係や地域住民との関

わりが大切であることを理解し、子どもの権利の保障に努めなければならないことを規定

しています。 

（２）第２項関係 

ここでは、地域住民は、地域で開催される行事、会議、活動等に子どもが参加し、意見を

表明する機会を設けることに取り組まなくてはならないことを規定しています。 
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（子どもが育ち・学ぶ施設の関係者の責務） 

第１０条 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者（以下「施設の関係者」という。）は、当該施設が

子どもの健やかな成長・発達にとって重要な役割を果たすことを認識し、子どもの権利の保

障に努めなければならない。 

【趣旨】 

本条は、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者が負うべき規範としての責務を規定しています。 

【解説】 

  ここでは、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、当該施設で過ごす時間が子どもの健やかな

成長、発達にとって重要な役割を果たすということを認識し、その権利を保障しなければなら

ないことを規定しています。 

 

（事業者の責務） 

第１１条 事業者は、社会的な影響力及び責任を意識して、子どもの健やかな成長を支援する

活動を行い、雇用する子どもに対し、権利の保障に努めるとともに、適切な方法により、子

どもの権利についての従業員の理解を深めるように努めなければならない。 

【趣旨】 

本条は、事業者が負うべき規範としての責務を規定しています。 

【解説】 

  ここでは、事業者は事業を通して子どもの成長を支援する活動を行うこと、雇用する子ども

の権利を尊重し保証すること、また従業員として雇用している保護者等が適切に子どもの権利

を尊重し保証することができるよう、職場における研修や休暇の取得などに配慮することを規

定しています。 

（子どもの責務） 

第１２条 子どもは、命の尊さを知り、他人の命も大切にするとともに、互いに助け合うよう

努めなければならない。 

２ 子どもは、社会の一員であることを自覚し、自分の権利が尊重されるのと同様に他人の権

利を尊重するよう努めなければならない。 

【趣旨】 

 本条は、子どもが負うべき規範としての責務を規定しています。 

【解説】 

（１）第１項関係 

  ここでは、子どもは命の尊さを知り、自他の命を大切にすること、また、助け合うように

努力することを規定しています。 

（２）第２項関係 

  ここでは、子どもは自分の権利が尊重されるのと同様に、他人も同じ権利を持っているこ

とを認識し、尊重する必要があることを規定しています。 
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第４章 子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちづくりの推進 

 （子どもの意見表明及び参加の促進） 

第１３条 市、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者は、子どもの意見表明及び参加を

促進するため、子どもの考え及び意見を尊重するとともに、その機会を確保するため、必要

な支援を行うよう努めなければならない。 

【趣旨】 

本条は、市、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者の役割として、子どもの意見表明、

参加を促進するため、子どもの意見等を尊重し、その機会を確保するように努めることを規定

しています。 

【解説】 

 ここでは、子どもが、自らにかかわる様々な場面で、意見を表明し、参加することを促進す

るため、市、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者が子どもの意見等を尊重し、その機

会を確保するよう努めることを規定しています。 

そして、子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちづくりの実現には、大人の視点だけ

でなく、子どもの視点も必要だと考えます。 

 

 （子どもみらい会議） 

第１４条 市は、まちづくり及び市政について、子どもの意見等を求めるため、西多摩市子ど

もみらい会議（以下「子どもみらい会議」という。）を開催する。 

２ 子どもみらい会議は、子どもの自主的及び自発的な取組により運営されるものとする。こ

の場合において、子どもみらい会議は、その運営のために市に必要な支援を求めることがで

きるものとする。 

３ 子どもみらい会議は、その主体である子どもが定める方法により、子どもの総意としての

意見等をまとめ、市長に提出することができる。 

４ 市長その他の執行機関は、前項の規定により提出された意見等を尊重するものとする。 

【趣旨】 

本条は、子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちづくりを実現するためには、子ども

自身がまちづくりについて考え、市政へ参加し意見表明することが重要となることから、その

具体的な取組として、市が子どもみらい会議を設置することを規定しています。 

【解説】 

（１）第１項関係 

ここでは、市が子どもみらい会議を開催し、子どもがいきいきと安心して健やかに育つま

ちづくりに子ども自身の意見を求めることを規定しています。 

（２）第２項関係 

ここでは、子ども自身が子どもみらい会議を通し、自身の権利及び社会の構成員としての

役割を認識し、他人の意見を尊重することを学ぶために、子どもみらい会議が子どもの自主

的及び自発的な取組により運営されることを規定しています。 

（３）第３項関係 

ここでは、子どもみらい会議が、子ども自身の定める手段を用いて意見をまとめ、市長に
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提出できることを規定しています。 

（４）第４項関係 

ここでは、子どもの意見表明や参加をより具体的なものとするために、子どもみらい会議

から提出された意見等を、市が尊重することを規定しています。 

 

（子育て家庭への支援） 

第１５条 市は、子育てをしている家庭に気を配り、安心して子育てをすることができるよう、

個々の家庭に応じた必要な支援を行うものとする。 

２ 市は、子育て家庭への支援を行うに当たり、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者

と連携して行うものとする。 

【趣旨】 

本条は、子どもの成長に第一義的な責務をもつ保護者が安心して子育てを行い、子どもがい

きいきと安心して健やかに育つことができるよう、保護者に対して必要な支援を行うことで、

間接的に子どもの権利を保障することを規定しています。 

【解説】 

（１）第１項関係 

ここでは、子育てをしている家庭には多種多様な課題があるので、子どもの権利を保障す

るためには、市は柔軟な支援を行う必要があることを規定しています。 

（２）第２項関係 

ここでは、市は、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者と連携し、子育てをしてい

る家庭に対して支援を行うことを規定しています。 

 
（子どもへの虐待等に対する取組） 

第１６条 市は、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者と連携し、あらゆる形態の虐待、

いじめ、体罰及び身体的、精神的な暴力から子どもを保護するため、必要な措置を講ずるも

のとする。 

【趣旨】 

本条は、市は、子どもへの重大な権利の侵害に当たる行為について、子どもに関わる関係者

と連携し、必要な措置を講ずることを規定しています。 
【解説】 

 ここでは、子どもへの重大な権利の侵害に当たる行為から、子どもの生きる権利、守られる

権利を保護するために、子どもの権利を侵害する行為を、いじめや虐待に限定することなく、

あらゆる可能性を考慮し、市、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者が連携することを

規定しています。 

 

（有害及び危険な環境からの保護） 

第１７条 市は、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者と連携し、子どもを犯罪、交通

事故、災害の被害その他の子どもを取り巻く有害及び危険な環境から守るため、必要な措置

を講ずるものとする。 
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【趣旨】 

本条は、あらゆる有害及び危険な環境から、子どもを保護するために、市は、保護者、地域

住民、施設の関係者及び事業者が連携することを規定しています。 
【解説】 

 ここでは、市は、子どもを犯罪、交通事故、災害の被害その他の子どもを取り巻く有害及び

危険な環境から守るため、子どもに関わる関係者と連携し、必要な措置を講ずることを規定し

ています。 

 
 （子どもの居場所・遊び場づくり） 

第１８条 市は、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者と連携し、子どもが安心して過

ごすことができる居場所・遊び場づくりに努めるものとする。 

【趣旨】 

本条は、市は、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者と連携し、子どもが安心して過

ごすことができる居場所・遊び場づくりを行うことを規定しています。 
【解説】 

ここでは、子どもが、集団行動の中で、子どもの自主性や他者を敬う気持ちを学び、いきい

きと成長するために、また、子どもが心から落ち着ける居場所を作り、子どもが安心して過ご

すことができるよう努めることを規定しています。 
 

第５章 施策の推進 

 （計画策定、検証及び公表） 

第１９条 市は、子どもの権利を保障し、子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実

現に向け、総合的な推進計画を定めるものとする。 

２ 市は、前項の推進計画を策定し、又は改定するときは、保護者、地域住民、施設の関係者

及び事業者並びに子どもみらい会議に意見等を聴くものとする。 

３ 第 1 項の推進計画は、必要に応じて、その内容を定期的に検証するものとする。 

４ 市は、検証の結果を公表するものとする。 

【趣旨】 

本条は、この条例に基づいて行われる施策とその施策による成果を検証していくことを規定

しています。 

【解説】 

（１）第１項関係 

ここでは、この条例に基づいた子どもに関する施策と、子どもの未来に影響を及ぼす施策

について、総合的かつ計画的に事業を展開するために、推進計画を定めることを規定してい

ます。 

（２）第２項関係 

ここでは、推進計画の策定に当たっての手続として、パブリックコメント手続などを通し

て広く市民に意見を求めることや、第１４条に定める「西多摩市子どもみらい会議」の意見

を聴く必要があることを規定しています。 
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（３）第３項関係 

ここでは、この条例がどのように運用され、この条例に基づく事業が条例の理念に沿って

実施されているかを、定期的に検証していくことを規定しています。 

（４）第４項関係 

ここでは、検証結果を市長に報告し、これを公表することを規定しています。 

 

 （体制整備） 

第２０条 市は、子どもに関する施策及び子どもの未来に影響を及ぼす施策に関し、必要な体

制を整備するものとする。 

【趣旨】 

本条では、子どもに関する施策や、子どもの未来に影響を及ぼす施策に関して、調整を総合

的に行うための体制づくりを行うことを規定しています。 

【解説】 

市の子どもに関する施策は、様々な部局が担っています。子どもにやさしいまちづくりを目

指して、これらの部局が、有機的な連携を図るために、子ども関連部局による組織横断的な検

討体制を構築することを規定しています。 

 

（広報及び啓発） 

第２１条 市は、この条例について、子ども、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者の

理解を深めるため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。 

【趣旨】 

本条は、子ども、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者それぞれの皆さんの理解を深

めるために、この条例の広報・啓発活動を市が行っていくことを規定しています。 

【解説】 

この条例を実効性のあるものとするためには、すべての市民が子どもの権利についての理解

を深め、子どもの権利を尊重した取組を行っていくことが求められます。そのため、市は、様々

な媒体を活用した広報を積極的に行うことに加え、子どもの権利に関する様々な事業を展開す

ることなどによって、普及を図ることを規定しています。 

 

（子どもの権利の日） 

第２２条 市は、子どもの権利について、市民の関心を高めるため、にしたま子どもの権利の

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、権利の日にふさわしい事業を行うものとする。 

【趣旨】 

本条は、子どもの権利について普及を進め、市民の関心を高めるため、「にしたま子どもの

権利の日」を設けることを規定しています。 

【解説】 

（１）第１項関係 
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ここでは、「にしたま子どもの権利の日」を設けることを規定しています。 

（２）第２項関係 

ここでは、「にしたま子どもの権利の日」について 11 月 20 日と規定しています。この日

は、国連総会で条約が採択された日であり、子どもの権利についてふさわしい日と考えます。 

（３）第３項関係 

ここでは、「にしたま子どもの権利の日」には、その日にふさわしい事業を行うことを規定

しています。市は、「にしたま子どもの権利の日」をきっかけにして、子どもの参加型事業や

講演会の開催など、子どもの権利にふさわしい事業を行うことを規定しています。 

 

第６章 雑則 

 （委任） 

第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

【趣旨】 

本条は、この条例の施行に関し必要な事項を、市長が規則や要綱等により別に定めることを

規定しています。 

【解説】 

 条例を運用するに当たり、各条文で規定された事項について、より詳細で具体性のある対応

が求められます。このため、本条例の施行の際に必要となる細目を市長に委任することを規定

しています。 

 

 附 則 

 （施行期日） 

この条例は、○○年○○月○○日から施行する。 

【趣旨】 

本条例の施行期日について規定しています。 

【解説】 

 施行期日は各条項で義務、努力義務を規定しているため、公布日からの施行ではなく、一定

の周知期間を設けることを規定しています。 
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西多摩市
条例

令和元年度自治体経営研修
「立法法務」

令和元年１２月１２日（木）
第１グループ発表

メンバー紹介

八王子市 前之園 誠
東村山市 嶋﨑 侑子
国立市 朝倉 悠介
武蔵村山市 山口 裕基
瑞穂町 田中 俊輔
全国市⾧会 加藤 恵里香

2

目 次

① 背景
② 現状課題
③ 仮想自治体「西多摩市」について
④ 条例案の紹介
⑤ まとめと今後の展望

3

１ 背景

4

子どもの権利条約について

5

①生きる権利 ③守られる権利

②育つ権利 ④参加する権利

子どもの権利条約

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」
→日本では1994年に批准

生きる権利

6

すべての子どもの命が守られること

1 2

3 4

5 6
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育つ権利

7

もって生まれた能力を十分に伸ばして成⾧
できるよう、医療や教育、生活への支援な
どを受け、友達と遊んだりすること

守られる権利

8

暴力や搾取、有害な労働などから守られ
ること

参加する権利

9

自由に意見を表したり、団体を作ったり
できること

２ 現状課題

10

虐待の件数

11

児童虐待16万件
28年連続で過去最多を記録
心理的虐待が増加

厚生労働省

いじめの件数

12

いじめ認知過去最多54万件
ＳＮＳを使ったいじめが増加

文部科学省

0

10

20

30

40

50

60

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

小学校
中学校
高等学校
特別支援学校
合計

（万件）

425,844

97,704

543,933

7 8

9 10

11 12

－ 31 －



貧困率

13

ＯＥＣＤ加盟国の平均値を上回る
ひとり親家庭では加盟国中トップ
年収格差が教育格差へ

社会参加への意欲

14

諸外国と比べて，相対的に低い

その他にも…

遊び場では
遊具の減少、遊びの規制、
公園での軽犯罪が増加

生活面では
孤食、生活リズムの乱れ、
自然体験の減少

15

３ 仮想自治体
「西多摩市」について

16

面積 約１５K㎡

人口規模 約５～１０万人

市の特徴
・駅北側エリアは子育て世帯が多く、
所得水準が比較的高い層が多い
・駅南側エリアはひとり親世帯・高齢世
帯が多く、所得水準が低い層が多い

17

西多摩市の概要

南

北

18

西多摩市における課題

保育園が足りなくて、待機児童が増
加している

子どもが遊ぶことができる公園が少
ない

自治会加入率が低い
軽犯罪の発生率が高い
行政内部の連携が不足している

13 14

15 16

17 18
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４ 条例案の紹介

「西多摩市

条例」

19

目次・構成

20

第1章 総則

第2章子どもの権利 第３章 責務

第４章 子どもがいきいきと安心して健
やかに育つまちづくりの推進

第５章 施策の推進 第６章 雑則

子ども施策の実現 責務の遂行

子どもに関する施策の計画
と検証等

第1章 総則

21

第１条 目的

22

「子どもがいきいきと
安心して健やかに育つまち」を実現

第２条 定義

23

（１）子ども
（２）保護者
（３）地域住民
（４）子どもが育ち・学ぶ施設
（５）事業者

第２章
子どもの権利

24

19 20

21 22

23 24
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第３条 安心して生きる権利（１／２）

25

（１）かけがえのない存在と大切にされる
（２）平和で安全な環境の下で生活
（３）愛情及び理解をもって育まれる
（４）適切な医療が提供される

第３条 安心して生きる権利（２／２）

26

（５）差別及び不当な不利益を受けない
（６）いじめ等から心身が守られる
（７）有害なものごとから守られる
（８）自分に必要な情報及び知識を得る

第４条
ありのまま自分らしく生きる権利

27

（１）自分を大切にする
（２）一人の人間として人格が尊重される
（３）自分の考え及び信仰を持つ
（４）自由に表現する
（５）プライバシーが守られ、秘密が侵さ

れない

第５条 いきいきと健やかに育つ権利
（１／２）

28

（１）学び、遊び、及び休息する
（２）成⾧に応じた教育を求め、知りた

いと思う情報を得る
（３）安心できる場所で休み、自由に過

ごす

第５条 いきいきと健やかに育つ権利
（２／２）

29

（４）生活習慣を学び、健康的な生活を送る
（５）文化等に親しみ、豊かな感情及び表現

力を育む
（６）市固有の文化等に親しみ、学ぶ
（７）間違い又は失敗をしたとしても、助言

等を受け、挑戦できる

第６条 社会に参加し表明する権利

30

（１）自分の気持ち又は考えを表明し、尊
重される

（２）自分に関することを決められる
（３）子どもであることにより、不当な扱

いを受けない
（４）仲間を作り、集い、活動する
（５）意見を表明するために必要な情報の

支援を受けられる

25 26

27 28

29 30
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第３章 責務

31

第７条 市の責務

32

市は、
あらゆる施策を通じて
子どもの権利の保障に努める

第８条 保護者の責務

33

保護者は
第一義的な責任者
子どもを愛情を持って育てる
虐待、体罰をしない
子どもの意見を尊重し、年齢及び成⾧
に応じて、適切に対応

第９条 地域住民の責務

34

地域住民は
地域が、子どもにとって豊かに育つ
ために大切な場であることを認識
地域の活動において、子どもが参加
する機会を設ける

第１０条
子どもが育ち・学ぶ施設の関係者の責務

35

施設の関係者は
子どもの健やかな成⾧・発達にとって
重要な役割を果たすことを認識

第１１条 事業者の責務

36

事業者は
子どもの健やかな成⾧を支援する活動
を行う
雇用する子どもに対し、権利の保障に
努める
子どもの権利についての従業員の理解
を深める

31 32

33 34

35 36
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第１２条 子どもの責務

37

子どもは
命の尊さを知り、他人の命も大切
にする
互いに助け合う
他人の権利を尊重する

第４章
子どもがいきいきと
安心して健やかに育つ
まちづくりの推進

38

第１３条
子どもの意見表明及び参加の促進

39

子どもの意見表明及び参加を促進す
るため、必要な支援を行う

第１４条 子どもみらい会議

40

子どもたちの子どもたちによる会議
子どもたちが運営
市⾧に意見を提出

市⾧は意見を尊重、
推進計画へ反映

市⾧は意見を尊重、
推進計画へ反映

第１５条 子育て家庭への支援

41

市が必要な個々の家庭に応じて支援
子育て家庭への支援は、市、保護者、
地域住民、施設の関係者及び事業者
が連携

第１６条
子どもへの虐待等に対する取組

42

あらゆる形態の虐待等に対し、市、保護者、
地域住民、施設の関係者及び事業者が連携
し、子どもを守る

37 38

39 40

41 42
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第１７条
有害及び危険な環境からの保護

43

犯罪、交通事故、災害等に対し、市、保護
者、地域住民、施設の関係者及び事業者が
連携し、子どもを守る

第１８条
子どもの居場所・遊び場づくり

44

子どもが安心できる居場所・遊び場づくり
を目指し、市、保護者、地域住民、施設の
関係者及び事業者が連携する

第５章
施策の推進

45

第１９条 計画策定、検証及び公表

46

子どもみらい
会議

第２０条 体制整備

47

子どもの未来を意識した行政

第２１条 広報及び啓発

48

43 44

45 46

47 48
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第２２条 子どもの権利の日

49

第６章 雑則
第２３条 委任

附則
施行期日
○○年○○月○○日

50

５ まとめと
今後の展望

51

まとめ

52

子どもの権利 責務

子どもがいきいきと安心して健やかに育
つまちづくりの推進

施策の推進

子ども施策の実現 責務の遂行

子どもに関する施策の計画と検証等

ご清聴ありがとうございました

53

49 50

51 52

53
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1 グループ グループ演習記録 

１日目                            令和元年 8 月 2 日（金） 

１ 出席者 
前之園（八王子市）、嶋﨑（東村山市）、★朝倉（国立市）、●山口（武蔵村山市）、田中（瑞穂

町）、〇加藤（全国市長会）（●司会、〇記録、★連絡調整） 
 
２ 今日のタイムスケジュール 

０.自己紹介、担当決め、スケジュールの確認 
１.現状分析 
２.背景分析 
３.次回までに準備すること 
４.今後の方向性 

 
３ グループワーク実施内容 
（１）現状分析 

子どもを取り巻く現状の問題として、以下の課題が指摘された。 
①保育 
・待機児童が増加している。 
②教育 
・親の収入格差などにより教育格差が固定化されている。 
③家庭 
・核家族化により、家庭内での育児の機会が減少している。 
・親と子が一緒に過ごす時間が減少している。 
④育児 
・児童虐待（身体的虐待、心理的虐待、ネグレクト）が増加している。 
・育児について、親自身への教育の機会が少ない。 
⑤居場所 
・公園など、子どもが遊べる場所が少なくなっている。 
・子どもが、家庭、学校、地域から孤立している。 
・子どもが精神的に安心できる場所がない。 
⑥社会 
・貧困に苦しむ子どもが多くなっている。 
・子どもが、夢や希望の持てない社会となっている。 
・貧困、病気、障害者に対して、社会的な理解が十分でない。 
⑦地域 
・地域コミュニティ（自治会等とのつながり）が希薄化している。 
⑧事故・犯罪 
・子どもが被害にあう事件・事故が多発している。 
⑨いじめ 
・いじめの件数が増えている。 
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１グループ グループ演習記録



 
1 グループ グループ演習記録 

（２）背景分析 
 課題の解決に向けて、原因となる問題の背景について分析した。 
保育問題 
⇒・保育士の待遇が悪いため、保育士が不足している。 
育児問題 
⇒・経済状況が良くない。 
 ・親が育児について相談できる場所が少なく、追い込まれている。 
 ・地域とのつながりが希薄になっていて、頼れる人が身近にいない。 
居場所問題 
⇒・地域のつながりが希薄になり、子どもに対する苦情が増えた。 
 ・公園が少ない。 
 ・子どもが意見を言える場所が少ない。 
事故・犯罪 
⇒・ハード面での整備がされていない。 
 ・地域のつながりが希薄となり防犯面に影響している。 
いじめ問題 
⇒・問題が顕在化する前の未然の対応ができていない。 
 ・家庭環境が良好でない。 
 ・子供に対して、地域での目が行き届かなくなっている。 
 ・子どもの居場所が不足している。 
 
４ 次回までに準備すること 
・各自が根拠となる以下のデータを調べて持ち寄ることとする。 
（子育て世帯の貧困率、待機児童数、事故・犯罪件数、虐待件数、公園面積、自治会加入数） 
 
５ 今後の方向性 
・各自から出た背景、問題点を裏付けるデータを次回までに収集する。 
・次回までに条例の目的を明確化する。 
・仮想都市を設定し、条例の方向性を決める。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修生 今日の感想（１日目） 

・内容も議論も手探り 

・全 8 回、やり切れるのか不安だけど、頑張ろう。 

・五里霧中 

・研修テーマが広く設定されており、方向性を決めるのが難しいと感じた。 

・終着点がまったく見えず不安。 

・メンバーに恵まれ良かったです。 
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1 グループ グループ演習記録 

 

 

２日目                           令和元年 8 月 20 日（火） 

１ 出席者 
●前之園（八王子市）、★朝倉（国立市）、山口（武蔵村山市）、〇田中（瑞穂町）、加藤（全国

市長会）（●司会、〇記録、★連絡調整）、欠席：嶋﨑（東村山市） 
 
２ 今日のタイムスケジュール 

０．前回の進捗状況の発表 
１．条例の方向性の確認 
２．「子ども」の定義について確認 
３．調査してきたデータの確認 
４．仮想都市、条例の方向性の決定 

 
３ グループワーク実施内容 
（１）条例の方向性の確認 
（２）「子ども」の定義について 
  【１８歳までの男女】 
（３）調査してきたデータの確認 
 ①子どもの貧困率 
  国民生活基礎調査に基づく子どもの貧困率の推移としては、直近では１３．９％（７人に

１人）で減少傾向ではあるものの、ＯＥＣＤ加盟国の平均値を上回っている。また、生活

－ 41 －

１グループ グループ演習記録



 
1 グループ グループ演習記録 

が「苦しい」と感じる世帯の割合は児童のいる世帯では６割、母子世帯では８割を超えて

いる。 
 貧困率の比較：大人が１人の世帯・・・５０．８% 

         大人が２人以上の世帯・１０．７% 
大学進学率については、児童養護施設２７．１％、生活保護世帯３５．３％、ひとり親世

帯５８％となっており、全世帯７３％に比してかなりの差がある。 
※子どもの貧困率とは、世帯当たりの収入１２２万円未満をいう（貧困線）の世帯にいる

子ども（１７歳以下の者）の割合。（２０１７年国民生活基礎調査） 
 【講師からのアドバイス】 

・ 貧困の捉え方について、数値だけで判断せず子どもの貧困の背景を理解しておくこと 
②待機児童対策 
多摩地域として全体的に減少傾向であるものの、全国的には依然として多い。 

③子どもが被害者になる事故・犯罪率 
凶悪犯、粗暴犯共に認知件数は減少傾向である。区分別に比較すると、一部のもの（猥褻、

脅迫）で増加傾向がみられる。 
④児童虐待件数 
児童相談所での児童虐待相談対応は、東京都及び都内の自治体では大幅な増加がみられる。 
東京都：５，９３３件（Ｈ２５）→１４，２０７件（Ｈ２９） 
福生市：１，２７０件（Ｈ２５）→３，７６３件（Ｈ２９） 
全 国：７３，８０２件（Ｈ２５）→１５９，８５０件（Ｈ３０速報値） 
国の統計は２８年連続で過去最多を更新。 
・主な増加要因としては、殴る蹴るなどの身体的虐待だけでなく、暴言や無視といった心

理的虐待に係る相談対応件数の増加が挙げられる 
・相談の経路については、警察等がもっとも多い 

 ・死亡事例としては、０歳が最多、月齢０か月が高い割合を占めている 
・子ども虐待の死亡事例の背景要因の１つとして転居に伴う課題が指摘されている。（社会

からの孤立、支援の途切れ）→転居前の支援状況について自治体間での情報連携ができ

ていない 
⑤公園面積 
 国・都とともに増加傾向であるが、都では人口が増えているため、一人当たりの面積は減

っている。また、子ども向けの遊具が減っており、老朽化に伴い撤去されたままになって

いたり、高齢者向けの健康器具へ更新される場合がある。主にスプリング遊具や砂場の減

少が目立つ。ボール遊びの制限などがあり、子どもにとって魅力的な遊び場ではなくなっ

ている。 
⑥自治会加入率 
 国は７３%と高い数値となっている。（Ｈ２３.３月 国民生活選好度調査結果より（内閣府））

都内の自治体ではばらつきが多いが、把握できる限りはいずれも国の数値よりは低くなっ

ている。単身世帯や賃貸物件が多いと加入率が低いと考えられる。また、多摩地域のほと

んどの自治体で加入率は微減傾向である。 
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①生きる権利 ②守られる権利

③育つ権利 ④参加する権利

子どもの権利条約

 
（４）仮想自治体のイメージ設定 
＜名称＞西多摩市  
＜人口＞５～１０万人 
＜面積＞１５㎢ 
＜立地＞ターミナル駅から１駅 
＜特徴＞・駅北側は子育て世帯が多く、所得水準が高い新興住宅地 
    ・駅南側は一人親世帯・高齢世帯が多く、所得水準が低い公営団地 
    ・保育園が足りなくて、待機児童が増加している 
    ・子どもが遊ぶことができる公園が少ない 
    ・自治会加入率が低い 
    ・軽犯罪の発生率が高い 
    ・行政内部の連携が不足している 
    ・インフラ整備が整っている 
    ・大型商業店が市の中心にある 
    ・医療費助成が充実している（中学生まで全額助成） 
【講師からのアドバイス】 

  ・仮想自治体について、あまり細かいところまで詰める必要はない。 
 
（５）条例の考え方 
 ・地域コミュニティの活性化 
 ・子どもを見守る意識を育てる 
 ・すべての子どもを平等に扱う 
 ・子どもが地域に愛着を持てるようにする 
 ・教育機関、行政、地域の協働の強化 
 ・子ども自身が権利を認識できる 
 ・子どもが意見を主張できる場を設ける 
 ・地域の意思決定に参加する 
 ・街づくりの視点に子どもの意見を取り入れる 
⇒条例で主体となりうる要素について列挙 
 子ども、保護者・親戚、市民、自治体、自治会、警察、教育機関、医療機関、その他 
 
（６）課題の分類（その課題が生じることで、どういった子どもの権利が阻害されるか） 
 ⇒「子どもの権利条約」に定められた以下①～④の権利に分類 

 ①生きる権利 
 ・虐待 
 ・貧困 
 ②守られる権利 
 ・虐待 
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①生きる権利 ②守られる権利

③育つ権利 ④参加する権利

子どもの権利条約

 
（４）仮想自治体のイメージ設定 
＜名称＞西多摩市  
＜人口＞５～１０万人 
＜面積＞１５㎢ 
＜立地＞ターミナル駅から１駅 
＜特徴＞・駅北側は子育て世帯が多く、所得水準が高い新興住宅地 
    ・駅南側は一人親世帯・高齢世帯が多く、所得水準が低い公営団地 
    ・保育園が足りなくて、待機児童が増加している 
    ・子どもが遊ぶことができる公園が少ない 
    ・自治会加入率が低い 
    ・軽犯罪の発生率が高い 
    ・行政内部の連携が不足している 
    ・インフラ整備が整っている 
    ・大型商業店が市の中心にある 
    ・医療費助成が充実している（中学生まで全額助成） 
【講師からのアドバイス】 

  ・仮想自治体について、あまり細かいところまで詰める必要はない。 
 
（５）条例の考え方 
 ・地域コミュニティの活性化 
 ・子どもを見守る意識を育てる 
 ・すべての子どもを平等に扱う 
 ・子どもが地域に愛着を持てるようにする 
 ・教育機関、行政、地域の協働の強化 
 ・子ども自身が権利を認識できる 
 ・子どもが意見を主張できる場を設ける 
 ・地域の意思決定に参加する 
 ・街づくりの視点に子どもの意見を取り入れる 
⇒条例で主体となりうる要素について列挙 
 子ども、保護者・親戚、市民、自治体、自治会、警察、教育機関、医療機関、その他 
 
（６）課題の分類（その課題が生じることで、どういった子どもの権利が阻害されるか） 
 ⇒「子どもの権利条約」に定められた以下①～④の権利に分類 

 ①生きる権利 
 ・虐待 
 ・貧困 
 ②守られる権利 
 ・虐待 
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 ・軽犯罪が多い 
 ・いじめ 
 
 ③育つ権利 
 ・待機児童が多い 
 ・公園が少ない 
 ・育児時間の不足 
 ・貧困の連鎖 
 ・地域のつながりが薄い 
 ④参加する権利 
 ・自治会加入率が低い 
 ・子供の意見表明 
 ・地域のつながりが薄い 

 
４ 次回までに準備すること 
  ・エリアごとに分けて、全国の自治体の「子どもの権利に関する条例」のなかから、「育つ

権利」「参加する権利」に関係するものについて調べる。 
 【講師からのアドバイス】 
  ・多くの自治体の条例を調べて次回持ち寄るとよい。 
  ・フロー図を参考に進捗状況の管理をする、情報を多く調べておくとその後の進みが早い。 
 
５ 今後の方向性 
 ・持ち寄った情報を条例骨格案に反映させる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３日目                            令和元年 9 月 3 日（火） 

１ 出席者 
前之園（八王子市）、●★朝倉（国立市）、山口（武蔵村山市）、田中（瑞穂町）、加藤（全国市

長会）、〇嶋﨑（東村山市）（●司会、〇記録、★連絡調整） 
 

●研修生 今日の感想（２日目） 

・手探りは続くが、方向が見えてきた！ 

・（休） 

・試行錯誤 

・条例の方向性をグループ内で定めることに時間がかかると感じた。 

・全員が発言できて、内容としても良かったと思う。 

・方向性が見えてきて良かったです。 
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２ 今日のタイムスケジュール 
０．前回の進捗状況の発表 
１．調査してきた条例の中での特徴の共有確認 
２．比較検討・選択  
３．骨格案の作成（基本設計） 
４．次回までの課題割り振り 

 
３ グループワーク実施内容 

1. 調査してきた条例の中での特徴の共有確認（以下「キーワード」） 
① 北海道、東北 

札幌市作成して他の自治体が追従している印象、「子どもの参加・救済」、救済にかか

る期間を条例に明文化している 
② 関東 

川崎市「秘密が侵されないこと」、「仲間をつくり、仲間と集うこと」：子ども目線で

◎ 
相模原市「市の責務」、「保護者の責務」 

③ 中部 
大人の責務の明文が多い。前文を踏まえた理念的なところ書かれている、キーワード

「育ち学ぶ施設」、「大人の責務、子どもの責務」 
④ 近畿 

泉南市「子どもにやさしいまちの推進」、奈良市「大人と子どもがパートナーとして」、

尼崎市「子どもの主体性のはぐくみ」、宝塚市「家庭及び地域の子育て力向上」 
⑤ 中国・四国・九州 

子どもの権利救済の明文 
 

2. 比較検討・選択（「西多摩市」として条例に盛り込む内容） 
・ 地元愛、愛着を持って地元に根付いてもらう 
・ 多様性を尊重、地元の歴史を学ぶ 
・ 子どもが主役（次世代を担う人） 
・ 子どもに義務を課すか、否か。また、役割を明文化するかどうか。「子どもの務め」 
・ 子ども＝守るべき対象であり、参加する主体でもある 
・ 責務、役割、権利 
 

3. 骨格案の作成（基本設計） 
① 目次 
② 前文 

 
③ 目的 
④ 定義                   第一章 
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⑤ 基本理念（前文と重複、割愛するかも） 
 

⑥ 子どもの権利     第二章 ※下記カッコ内は西多摩市の課題 
(1) 安心して、生きる権利 （⇔虐待、貧困） 
(2) ありのまま自分らしく生きる権利 
(3) のびのびと健やかに育つ権利（⇔待機児童が多い、公園が少ない、貧困の連鎖、

地域の繋がり希薄） 
(4) 社会に参加し表明する権利（⇔自治会加入率が低い、子どもの意見を表明する

場がない） 
以下メモ 
・ありのままに生きる、自主性、幸福の追求、ありのままで愛される 
・守られる権利（⇔虐待、貧困、いじめ、軽犯罪） 
・守り守られる権利、一人の人間として尊重される権利、自分を豊かにし力付け

られる権利、思ったことを自由に表現する権利 
・豊かに育つ権利、いきいきと健やかに育つ権利、のびのびと育つ権利、学び遊

び育つ権利、自分の成長に合わせて育つ権利 
・地域社会・家庭・学校に参加することを表明できる、社会に参加し意見を表明

する権利、参加に必要な情報や支援を受けられる権利、仲間をつくり仲間と集

う権利、意見を表明し意思決定をする権利 
 

⑦ 責務   第三章 
(1) 保護者 
(2) 子ども 
(3) 市 
(4) 地域住民 
(5) 関係者（警察、医療機関…） 
(6) 子どもが育ち学ぶ施設（学校、児童福祉施設…） 
(7) 事業者 
 

⑧ 子どもに優しいまちづくり推進  第四章   
(1) 子どもの意見表明及び参加の促進 
(2) 子ども会議 
(3) 子育て家庭(困難を有する子も含む)への支援 
(4) 子どもへの虐待等に対する取組 
(5) 有害、危険な環境からの保護 
(6) 子どもの居場所、遊び場づくり・相談体制 
 

⑨ 施策の推進  第五章 
(1) 計画策定 
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(2) 評価と検証 
(3) 公表と報告 
(4) 庁内体制整備（救済機関の設置も含む） 
(5) 広報啓発（子どもの権利週間等の規定）   
 

⑩ 雑則、委任  第六章 
 
４ 次回までの課題 

【責務】：条文の構成（案）、定義  
【前文】：素案 
【権利】：条文の構成（案） 
① 安心して、生きる権利 
② ありのまま自分らしく生きる権利 
③ のびのびと健やかに育つ権利 
④ 社会に参加し表明する権利 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修生 今日の感想（３日目） 

・前文担当… 

・方向性が見えてきて少し安心。 

・取捨選択 

・他自治体の条例を参考にし、条例内容のイメージが定まってきた。 

・沢山の意見がでて、良い討議ができたと思う。 

・条例の骨格が固まり、良かったです。 
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４日目                            令和元年 9 月 19 日（木） 

１ 出席者 
前之園（八王子市）、〇★朝倉（国立市）、山口（武蔵村山市）、田中（瑞穂町）、加藤（全国市

長会）、●嶋﨑（東村山市）（●司会、〇記録、★連絡調整） 
 
２ 今日のタイムスケジュール 

０．前回の進捗状況の発表 
１．前回の課題を各自発表 
２．各章の条文作成 
３．次回に向けて 

 
３ グループワーク実施内容 
 １.前回の課題を各自発表 
  ☆【権利】条文の構成 

① 安心して、生きる権利 
② ありのまま自分らしく生きる権利 
③ のびのびいきいきと健やかに育つ権利 
④ 社会に参加し表明する権利 

→考えてきたそれぞれの条文の中で、内容の重複等がないかを確認し、 
適宜集約していった。 

→第 2 章「子どもの権利」を条文の形に仕上げた。 
 
☆【責務】：条文の構成（案）、定義 
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→第 4 章「子どもに優しいまちづくり推進」の表現に合わせて修正し、第 3 章「責務」も

条文の形に仕上げた。 
 
☆【前文】：素案 
→条文を仕上げる中で修正を加えていった。 
 
２.各章の条文作成 
以下の通り、条文の原型まで仕上げた。（正式な提出形式への入力前段階まで完成） 

 
題名「西多摩市子どもいきいき条例」 
 
前文  
 
第 1 章  

（目的） 
第〇条 この条例は、子どもの権利条約に基づいて、私たちの取り組みの基本となる事項

を定め、市や大人の責務を明らかにするとともに、市、保護者、地域住民、子どもが育

ち学び施設の関係者、事業者及び子どもが連携し、一体となって私たちの取り組みを実

行し、子どもが幸せに暮らすことができる「子どもがいきいきと安心して健やかに育つ

まち」を実現することを目的とする。 
 （定義） 
第〇条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 (１) 子ども  １８歳未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適

当であると認められる者をいう。  
(２) 保護者  親及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４に規定する里

親その他親に代わり子どもを養育する者をいう。 
 (３) 地域住民  市内に居住する者若しくは勤務場所を有する者（第２号に規定する子ど

もを除く。）又は市内に事務所を有する法人その他の団体をいう。 
 (４) 子どもが育ち・学ぶ施設  市内の児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設、

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校、就学前の子どもに関 す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第 ２条

第６項に規定する認定こども園及び社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）に 規定す

る社会教育に関する施設その他これらに類する施設のうち、子どもが育ち、学ぶために

入所し、通所し、又は通学する施設その他これらに類する施設をいう。 
 (５) 事業者  市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 

 
第 2 章「子どもの権利」 
（安心して生きる権利） 

第〇条 子どもは、安心して生きることができる。そのためには、主として次に掲げる権
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利が保障されなければならない。 
  （１）命が守られ、かけがえのない存在として大切にされること。 
  （２）平和で安全な環境の下で生活ができること。 
  （３）愛情と理解をもって育まれること。 
  （４）健康に配慮がなされ、適切な医療が提供されること。 
  （５）あらゆる差別及び不当な不利益を受けないこと。 
  （６）いじめ、虐待、体罰などから心身が守られること。 
  （７）心身の健やかな成長に有害と認められる情報、薬物、労働等から守られること。 
  （８）自分を守るために必要な情報や知識を得ること。 
（ありのまま自分らしく生きる権利） 

第〇条 子どもは、ありのまま自分らしく生きることができる。そのためには、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）かけがえのない自分を大切にすること。 
  （２）個性や他人との違いを認められ、一人の人間として人格が尊重されること。 
  （３）自分の考えや信仰を持つこと。 

（４）自分が思ったこと、感じたことを自由に表現すること。 
（５）プライバシーが守られ、秘密が侵されないこと。 

（いきいきと健やかに育つ権利） 
第〇条 子どもは、いきいきと健やかに育つことができる。そのためには、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）年齢や発達にあわせて、学び、遊び及び休息すること。 
（２）成長に応じた教育を求め、知りたいと思う情報を得ることで、かけがえのない

時間をより充実させること。 
（３）ゆっくり安心できる場所で休み、自由に過ごす時間を持つこと。 
（４）生活習慣を学び、心身ともに健康的な生活を送ること。 
（５）様々な文化や芸術、スポーツ等に触れ、体験して、豊かな感情や表現力をはぐ

くむこと。 
（６）西多摩市の文化、歴史、伝統、自然に触れ、学び、親しむこと。 
（７）間違いや失敗をしたとしても、適切な助言や支援を受けることができ、また挑

戦することができること。 
（社会に参加し表明する権利） 
第〇条 子どもは、自ら社会に参加し、意見を表明することができる。そのためには、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明し、尊重されること。 
    （２）意思決定に参加すること。 
    （３）子どもであることにより、不当な扱いを受けないこと。 
    （４）仲間を作り、集まり、活動すること。 
    （５）社会参加に関して、適切な情報の提供が受けられること。 
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第 3 章「責務」 
（市の責務） 

第○条 市は、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じてその保障に努めるものとする。 
（保護者の責務） 

第○条 保護者は、子どもの心身の健やかな成長及び教育に関する第一義的な責任者である

ことを自覚し、年齢や成長に応じて適切な指導、助言を与え、子どもの権利の保障に努め

なければならない。 
2 保護者は養育する子どもを、愛情を持って育て、虐待及び体罰を行ってはならない。 
3 保護者は、子どもの意見を尊重し、年齢や成長に応じて、適切にこたえていくよう

に努めなければならない。 
（地域住民の責務） 

第○条 地域住民は、地域が子どもにとって多様な人間関係を通して豊かに育つために大切

な場であることを認識し、子どもの権利の保障に努めなければならない。 
2 地域住民は、地域の活動において、子どもが意見を表明し、参加する機会を設ける

ように努めなければならない。 
（子どもが育ち・学ぶ施設の関係者の責務） 

第○条 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者は、育ち・学ぶ施設が子どもの健やかな成長・発

達にとって重要な役割を果たすことを認識し、子どもが社会にとって主体的に生きるこ

とが可能となるよう、子どもの権利の保障に努めなければならない。 
（事業者の責務） 

第○条 事業者は、社会的な影響力及び責任を意識して、こどもの健やかな成長を支援する

活動を行い、子どもの権利の保障に努めるとともに、適当な方法により、子どもの権利に

ついての従業員の理解を深めるように努めなければならない。 
（子どもの責務） 

第○条 子どもは、命の尊さを知り、大切にするとともに、互いに助け合うよう努めなけれ

ばならない。 
2 子どもは、社会の一員であることを自覚し、自分の権利が尊重されるのと同様に他人

の権利を尊重するよう努めなければならない。 
 

第 4 章「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちづくり推進」 
（子どもの意見表明及び参加の促進） 
第○条 市は、子どもの意見表明や参加を促進するために、子どもの自主性や主体性を尊重

し、その機会を確保するために必要な施策を講ずるものとする。 
（子どもみらい会議） 
第○条 市は、まちづくりや市政について子どもの意見を求めるため、子どもみらい会議を

開催する。 
2 子どもみらい会議は、子どもの自主的及び自発的な取組により運営されるものとする。こ

の場合において、子どもみらい会議は、その運営のために市に必要な支援を求めることが

できるものとする。 
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3 子どもみらい会議は、その主体である子どもが定める方法により、子どもの総意としての

意見をまとめ、市に提出することができる。 
4 市は、前項の規定により提出された意見等を尊重するものとする。 

（子育て家庭への支援） 
第○条 市は、子育てをしている家庭に気を配り、安心して子育てをすることができるよう

支援を行う。 
2 市は、ひとり親家庭をはじめとする様々な子育て家庭に対して、個々の家庭に必要な施策

を講ずるものとする。 
3 市は、子育て家庭への支援を行うにあたり、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設

の関係者及び事業者と連携して行うものとする。 
（子どもへの虐待等に対する取組） 
第○条 市は、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者と連携し、

あらゆる形態の虐待、いじめ、体罰及び身体的、精神的な暴力から子どもを保護するため、

必要な施策を講ずるものとする。 
（有害、危険な環境からの保護） 
第○条 市は、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者と連携し、

子どもを犯罪、交通事故、災害の被害その他の子どもを取り巻く有害及び危険な環境から

守るために必要な施策を講ずるものとする。 
（子どもの居場所、遊び場づくり） 
第○条 市は、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者と連携し、

子どもが安心して過ごすことができる居場所・遊び場をつくるため、必要な施策を講ずる

ものとする。 
 
第 5 章「施策の推進」 
（計画策定及び検証・公表） 
第○条 市は、子どもの権利を保障し、子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの  

実現に向け、総合的な推進計画を定めるものとする。 
2 市は、前項の推進計画を作るときや見直すときは、保護者、地域住民、子どもが育ち・   

学ぶ施設の関係者及び事業者や子どもみらい会議に意見を求めるものとする。 
3 前項の推進計画は、必要に応じて、その内容を定期的に検証するものとする。 
4 市は、検証の結果を公表するものとする。 
（体制整備） 
第○条 市は、子どもに関する施策及び子どもの未来に影響を及ぼす施策に関して総合的な 

体制を整備するものとする。 
（広報及び啓発） 
第○条 市は、この条例について、子ども、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の 

関係者及び事業者の理解を深めるために必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。 
（子どもの権利の日） 
第○条 市は、子どもの権利について、市民の関心を高めるため、子どもの権利の日を設け
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る。 
2 権利の日は、11 月 20 日とする。  
3 市は、権利の日にふさわしい事業を行うものとする。  
 
第 6 章「雑則」 
（委任） 
 第○条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。  
 
附 則 
（施行期日） 
 この条例は、市長が別に定める日から施行する。  
 
４ 次回までの課題 

9/27（金）までに条例案を提出する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
５日目                            令和元年10月16日（水） 

１ 出席者 
〇前之園（八王子市）、★朝倉（国立市）、山口（武蔵村山市）、●田中（瑞穂町）、加藤（全国

市長会）、嶋﨑（東村山市）（●司会、〇記録、★連絡調整） 
 
２ 今日のタイムスケジュール 

１．講師からの条例案の講評 
２．校正の確認と逐条に向けての検討 
３．次回に向けて 

 
 
３ グループワーク実施内容 

１．講師からの条例案の講評及び検討 
  句読点や「及び」等の指摘事項については、条文中にて記載、修正しています。 
 

●研修生 今日の感想（４日目） 

・条文が形になり少し安心 

・グループの雰囲気も良くて、ばっちり！ 

・順風満帆 

・条例案がある程度完成し、骨格が定まった。 

・条文のベースができて先が見えてきた。 

・条例（案）ができ、期限内に提出できそうで良かったです。 
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  目次 
※ 指摘事項なしのため、省略。 

 
  前文 
  子どもは西多摩市の未来をつむぐ、かけがえのない宝物です。 

子どもは生まれながらに、生きる、守られる、育つ、学ぶ、そして参加する権利を有し、

個性や他者との違いにより差別されることなく、一人の自立した人間として、健やかに育

つ権利があります。ここ西多摩市で、子ども一人ひとりが権利を尊重されて健やかに育ち、

夢をかなえることができるようになれば、すべての人にとって豊かなまちとなります。 
しかしながら、少子化、核家族化、地域連帯の希薄化等が進む中、いじめ、児童虐待や

子どもをめぐる犯罪の多発など、子どもを取りまく環境は大きく変化しています。このた

め、社会全体で、子どもに向き合う大人が協力し、子どもが育つ環境づくりを進める必要

があります。 
このような状況の下、西多摩市では「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」

を提唱しています。これは、児童の権利に関する条約の基本理念に基づき、一人ひとりの

子どもが人間としての権利を保障され、子の育ちと子育てを社会で支え合う仕組みが整え

られているまちを指します。 
「子どもが安心していきいきと健やかに育つまち」の実現に向け、大人は子ども一人ひ

とりが尊厳のあるかけがえのない存在であると深く理解し、あらゆる侵害から子どもを守

り、その模範となる責任があります。そして、大人は子どもの育ちを支える最大のパート

ナーとして、子どもが多様な経験を重ね、学び育つ機会を確保できるよう努めなければな

りません。 
し、ともに「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」の実現に向けて成長する

ことができます。 
また、子どもは、自身の権利を認識し、自分自身を大切にしなくてはなりません。そし

て、他の子も自分自身と同様に権利を有することを理解し、お互いに尊重しあうとともに、

社会の一員として責任を持って行動することが必要です。 
「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」は、西多摩市に住む全員にとっても

「いきいき」と豊かに暮らせるまちです。子どもと大人、西多摩市を愛する仲間で手を取

り合い、子どもの笑顔があふれる「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」を実

現することを宣言し、ここに西多摩市子どもいきいき条例を制定します。 
 
 ★講師からの講評 
  ・「西多摩市」と「西多摩」の使い分け。西多摩というとエリアを意識する人がいる。 
   →「西多摩市」に統一。 
  ・「「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」の実現に向けて成長することが

できます。」の意味がわかりづらいので検討を。 
   →「成長」という言葉をどうつなげるか。一連の流れを整理し、後半部分を削除。 
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  第１章 総則 
 （目的）←書式 
第１条 この条例は、児童の権利に関する条約に基づいて、西多摩市の取り組みの基本となる

事項を定めることにより、市や大人の責務を明らかにしするとともに、市、保護者、地域住

民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者、事業者及び子どもが連携し、一体となって取り組み

を実行することによりし、子どもが幸せに暮らすことができる「子どもがいきいきと安心し

て健やかに育つまち」を実現することを目的とする。 
 
★講師からの講評 
・目的については様式があるので、資料を基に再構成すること。 
 →上記の通り、修正。 

 
 （定義） 
第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 
（１）子ども １８歳未満の者その他これらの者と等しく権利を認めることが適当であると認

められる者をいう。 
（２）保護者 親及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４に規定する里親そ

の他親に代わり子どもを養育する者をいう。 
（３）地域住民 市内に居住する者若しくは勤務場所を有する者（第２号に規定する子どもを

除く。）又は市内に事務所を有する法人その他の団体をいう。 
（４）子どもが育ち・学ぶ施設 市内の児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設、学

校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校、就学前の子どもに関する教

育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２条第６項

に規定する認定こども園及び社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）に規定する社会教

育に関する施設その他これらに類する施設のうち、子どもが育ち、学ぶために入所し、通

所し、又は通学する施設その他これらに類する施設をいう。 
（５）事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいう。 
 
★講師からの講評 
・修正は不要。定義についても様式があるので、後で見ておくとよい。 
  

 
   第２章 子どもの権利 
 （安心して生きる権利） 
第３条 子どもは、安心して生きることができる。そのためには、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、かけがえのない存在として、大切にされること。 
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（２）平和で安全な環境の下で生活ができること。 
（３）愛情と及び理解をもって育まれること。 
（４）健康に配慮がなされ、適切な医療が提供されること。 
（５）あらゆる差別及び不当な不利益を受けないこと。 
（６）いじめ、虐待、体罰など等から心身が守られること。 
（７）心身の健やかな成長に有害と認められる情報、薬物、労働等から守られること。 
（８）自分を守るために必要な情報や及び知識を得ること。 
 （ありのまま自分らしく生きる権利） 
第４条 子どもは、ありのまま自分らしく生きることができる。そのためには、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）かけがえのない自分を大切にすること。 
（２）個性や他人との違いを認められ、一人の人間として人格が尊重されること。 
（３）自分の考えや及び信仰を持つこと。 
（４）自分が思ったこと、感じたことを自由に表現すること。 
（５）プライバシーが守られ、秘密が侵されないこと。 
 （いきいきと健やかに育つ権利） 
第５条 子どもは、いきいきと健やかに育つことができる。そのためには、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）年齢や及び発達にあわせて応じて、学び、遊び及び休息をすること。 
（２）成長に応じた教育を求め、知りたいと思う情報を得ることでにより、かけがえのない時

間をより充実させること。 
（３）ゆっくり安心できる場所で休み、自由に過ごす時間を持つこと。 
（４）生活習慣を学び、心身ともに健康的な生活を送ること。 
（５）様々な文化や、芸術、スポーツ等に触れ、体験して親しみ、豊かな感情や及び表現力を

はぐくむ育むこと。 
（６）西多摩市固有の文化、歴史、伝統、及び自然に触れ、学び、親しみ、学ぶ機会を持つこ

と。 
（７）間違いや又は失敗をしたとしても、適切な助言や若しくは支援を受けることができ、ま

た又は挑戦することができること。 
 
★講師からの講評 
・第 3 号の表現について、検討すること。 
 →「ゆっくり」は削除し、「自由に過ごす」を「自由な」に変更。 
  ⇒講師より「「ゆっくり」を取るなら後段は原案のままでも」と助言。 

→再度整理し、上記の内容に変更。 
・第 5 号の「等」の中身は想定できるか。 
 →列挙した内容は今想定できるもので、内容を狭めたくない。そのほかに「遊び」や「自

然」なども考えられる。「等」は残す。 
・第 6 号の表現について、「西多摩市」に特定するのかということと、「自然」との後半への
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つながりを検討すること。 
 →地域愛の条文のため、西多摩市に特定。「自然」のつながりについては、逐条等で捕捉す

る。 
  また、地域愛の項目であること、責務ではなく権利であることを示すため、文言を追加。 
  ⇒講師より後段について、「及び」での繋ぎは動詞か名詞で揃えるよう指導。 
   →再度整理し、上記の内容に変更。 
 

 （社会に参加し表明する権利） 
第６条 子どもは、自ら社会に参加し、意見を表明することができる。そのためには、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明し、尊重されること。 
（２）発達に応じて、自分に関することを決められること意思決定に参加すること。 
（３）子どもであることにより、不当な扱いを受けないこと。 
（４）仲間を作り、集まり仲間と集い、又は仲間と活動すること。 
（５）社会参加に関して、適切な情報の提供が受けられること。意見を表明するために必要な

情報の支援を受けられること。 
 
★講師からの講評 
・第 2 号の表現について、範囲が広くなっているため検討すること。 

  →「子どもにかかわる事項の」を追加。 
   ⇒講師より範囲がまだ広いと指摘。「発達に応じて」などを入れてはどうか。 
    →再度整理し、上記の内容に変更。 
 ・第 5 号の表現について、表現を変えてはどうか。 

→上記の通り、変更。 
 

   第３章 責務 
 （市の責務） 
第７条 市は、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じてその保障に努めるものとするな

ければならない。 
 
★講師からの講評 
・責務全体で語尾について、検討すること。 

  →「なければならない」に全体を通して統一。「あらゆる施策」についても、強い表現だが

決意表明でもあるため、一旦そのままに。 
   ⇒「あらゆる施策」について講師に確認。努力義務のため特に問題ないとのこと。 
 
 （保護者の責務） 
第８条 保護者は、子どもの心身の健やかな成長及び教育養育に関する第一義的な責任者であ

ることを自覚し、年齢や及び成長に応じてた適切な指導、及び助言を与え、子どもの権利の
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保障に努めなければならない。 
２ 保護者は、養育する子どもをに対し、愛情を持って育て、虐待及び体罰を行ってはならな

い。 
３ 保護者は、子どもの意見を尊重し、年齢や成長に応じて、適切にこたえ応えていくように

努めなければならない。 
 
★講師からの講評 
・「教育」は「養育」でもよいのではないか。 

  →「養育」に変更。 
 
 （地域住民の責務） 
第９条 地域住民は、地域が子どもにとって多様な人間関係を通して豊かに育つために大切な

場であることを認識し、子どもの権利の保障に努めなければならない。 
２ 地域住民は、地域の活動において、子どもが意見を表明し、参加する機会を設けるように

努めなければならない。 
 （子どもが育ち・学ぶ施設の関係者の責務） 
第１０条 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者（以下、「施設の関係者」という。）は、子どもが

社会にとって主体的に生きることが可能となるよう、育ち・学ぶ施設が子どもの健やかな成

長・発達にとって重要な役割を果たすことを認識し、子どもの権利の保障に努めなければな

らない。 
 
★講師からの講評 
・下線部は取ってもよいのではないか。 

  →削除か項を分けるか検討し、削除することとした。 
 
 （事業者の責務） 
第１１条 事業者は、社会的な影響力及び責任を意識して、こ子どもの健やかな成長を支援す

る活動を行い、雇用する子どものに対し権利の保障に努めるとともに、適当適切な方法によ

り、子どもの権利についての従業員の理解を深めるように努めなければならない。 
 
★講師からの講評 
・下線部の子どもは何を指すのか。18 歳未満の従業員とするなら項を分けてはどうか。 

  →前回、「18 歳未満の従業員」と「従業員の子ども」を合わせて議論したため、抽象的に。 
   「18 歳未満の従業員」に統一し、講師に意見を聴く。 
   →上記のとおり、変更。 
 
 （子どもの責務） 
第１２条 子どもは、命の尊さを知り、他の子ども他人の命も大切にするとともに、互いに助

け合うよう努めなければならない。 
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２ 子どもは、社会の一員であることを自覚し、自分の権利が尊重されるのと同様に他人の権

利を尊重するよう努めなければならない。 
 
★講師からの講評 
・子どもの責務が入っているのは珍しい。 
・「他の子ども」と「他人」を整理してはどうか 

  →「他人」に統一。 
 
   第４章 子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちづくりの推進 
 （子どもの意見表明及び参加の促進） 
第１３条 市は市、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者は、子どもの意見表明や参加

を促進するために、子どもの自主性や主体性考え及び意見を尊重しするとともに、その機会

を確保するために必要な施策を講ずるものとする支援を行うよう努めなければならない。 
 
★講師からの講評 
・「市」だけでいいのか。他の主体は含めないのか。 

  →他の主体として保護者等を追加。 
 ・「自主性や主体性」は表現が固いので、言い回しを変えてはどうか。 
  →表現を変更。 
・「施策を講ずる」の表現も、全体を通した検討が必要。 
 →主体が増えたことも踏まえて、「施策」を「支援」に改め、また語尾も責務に合わせて変

更。 
 
 （子どもみらい会議） 
第１４条 市は、まちづくりや及び市政について、子どもの意見を求めるため、西多摩市子ど

もみらい会議（以下、「子どもみらい会議」という。）を開催する。 
２ 子どもみらい会議は、子どもの自主的及び自発的な取組により運営されるものとする。こ

の場合において、子どもみらい会議は、その運営のために市に必要な支援を求めることがで

きるものとする。 
３ 子どもみらい会議は、その主体である子どもが定める方法により、子どもの総意としての

意見をまとめ、市長に提出することができる。 
４ 市長その他の執行機関は、前項の規定により提出された意見等を尊重するものとする。 
 
★講師からの講評 
・会議には市名を入れたほうが良い。 

 ・3 項、4 項は市長等に修正したほうが良い。 
  →上記の通り、変更。 
 
 （子育て家庭への支援） 
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第１５条 市は、子育てをしている家庭に気を配り、安心して子育てをすることができるよう

必要な施策を講ずる個々の家庭に応じた支援を行うものとする。 
２ 市は、ひとり親家庭をはじめとする様々な子育て家庭に対して、個々の家庭に必要な施策

を講ずるものとする。 
３２ 市は、子育て家庭への支援を行うにあたり当たり、保護者、地域住民、子どもが育ち・

学ぶ施設の関係者及び事業者と連携して行うものとする。 
 
★講師からの講評 
・第 1 項の「施策」は表現を変えたほうが良いのではないか。 
 →前条に合わせて「支援」に変更。 

 ・第 2 項は、必要か。第 1 項と合体でできないか。 
  →上記の通り、第 1 項と合体。 
 
 （子どもへの虐待等に対する取組） 
第１６条 市は、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者と連携し、

あらゆる形態の虐待、いじめ、体罰及び身体的、精神的な暴力から子どもを保護するため、

必要な施策措置を講ずるものとする。 
 
★講師からの講評 
・「施策」は表現を変えたほうが良いのではないか。 

 →「措置」に変更。 
 
 （有害、及び危険な環境からの保護） 
第１７条 市は、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者と連携し、

子どもを犯罪、交通事故、災害の被害その他の子どもを取り巻く有害及び危険な環境から守

るために、必要な施策措置を講ずるものとする。 
             
★講師からの講評 
・下線部について、表現を変えてはどうか。（例：安全な環境づくりに努めるものとする。） 

 →身の危険にかかる内容のため、努力義務ではない表現としたい。16 条と揃え、施策を措置

に変更。 
 
 （子どもの居場所、・遊び場づくり） 
第１８条 市は、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者と連携し、

子どもが安心して過ごすことができる居場所・遊び場をつくるため、必要な施策を講ずるも

のとする。づくりに努めるものとする。 
  
 ★講師からの講評 
・下線部について、表現を変えてはどうか。 
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  →上記の通り、変更。 
 
   第５章 施策の推進 
 （計画策定、検証及び公表） 
第１９条 市は、子どもの権利を保障し、子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実

現に向け、総合的な推進計画を定めるものとする。 
２ 市は、前項の推進計画を作るときや見直す策定し、又は改定するときは、保護者、地域住

民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者及び事業者や並びに子どもみらい会議に意見を求める

聴くものとする。 
３ 前第 1 項の推進計画は、必要に応じて、その内容を定期的に検証するものとする。 
４ 市は、検証の結果を公表するものとする。 
 （体制整備） 
第２０条 市は、子どもに関する施策及び子どもの未来に影響を及ぼす施策に関して総合的必

要な体制を整備するものとする。 
 （広報及び啓発） 
第２１条 市は、この条例について、子ども、保護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の

関係者及び事業者の理解を深めるために、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。 
 （子どもの権利の日） 
第２２条 市は、子どもの権利について、市民の関心を高めるため、にしたま子どもの権利の

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、権利の日にふさわしい事業を行うものとする。 
 
★講師からの講評 
・権利の日には市名を入れるとよい。「にしたま」のように柔らかくしてよい。 

  →上記の通り、変更。 
 
   第６章 雑則 
 （委任） 
第２３条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 
   附 則 
 （施行期日） 

 この条例は、○○年○○月○○日公布の日から施行する。 
 
★講師からの講評 
・議決後、周知期間が必要なため将来日を設定するとよい。 

  →上記の通り、変更。 
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２．校正の確認と逐条に向けての検討 
  ・１での検討を反映した条例案を作成し、配布。全体を通して、校正を行った。 
  ・逐条説明については、奈良市と札幌市の逐条説明をモデルとすることを決定。 

・前文及び章（6 章を除く）で担当分け、次回（11/1）に向けて作成することとした。 
 
 ４ 次回までの課題 
  ・条例案の最終確認及び提出（10/23 まで） 
  ・ひな形となるパワーポイントを持ち寄る。 
  ・逐条説明の作成。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

６日目                            令和元年 11 月 1 日（金） 

１ 出席者 
前之園（八王子市）、★朝倉（国立市）、○山口（武蔵村山市）、田中（瑞穂町）、●加藤（全国

市長会）、嶋﨑（東村山市）（●司会、〇記録、★連絡調整） 
 
２ 今日のタイムスケジュール 

１．講師からの条例案の講評 
２．校正の確認と逐条に向けての検討 
３．次回に向けて 

 
 
３ グループワーク実施内容 

１．講師からの条例案の講評及び検討 
★全体についての講師からの講評 

  ●句読点や「及び」等の指摘事項については、条文中にて記載、修正すること。 
  ○以下のとおり修正する。 
  ●条例中の「意見」「意見等」について、意図を検討して統一すること。 
  ○第１３条以外に記載のある「意見」については、「意見等」に統一する。 

●研修生 今日の感想（５日目） 

・講師のチェックが入り、法例文書の深さを知る。 

・いよいよ形になってきたぞ。 

・一致団結 

・講師に条例の精査をいただき、体裁が固まった。 

・条例が完成して安心したが、パワポが大変そう。 

・条例が形になって良かったです。 
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  第１章 総則 
 （目的） 
第１条 この条例は、児童の権利に関する条約に基づいて、西多摩市（以下「市」という。）の

取り組みの基本となる事項を定めることにより、市や及び大人の責務を明らかにし、市、保

護者、地域住民、子どもが育ち・学ぶ施設の関係者、事業者及び子どもが一体となって取り

組みを実行することによりを図り、もって子どもが幸せに暮らすことができる「子どもがい

きいきと安心して健やかに育つまち」を実現することを目的とする。 
★講師からの講評 
・目的規定について、法令の規定から逸脱している部分があるので、訂正すること。 
 →上記の通り、修正。 

 
 （いきいきと健やかに育つ権利） 
第５条 子どもは、いきいきと健やかに育つことができる。そのためには、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）年齢及び発達に応じて、学び、遊び、及び休息をすること。 
（２）成長に応じた教育を求め、知りたいと思う情報を得ることにより、かけがえのない時間

をより充実させること。 
（３）安心できる場所で休み、自由に過ごす時間を持つこと。 
（４）生活習慣を学び、心身ともに健康的な生活を送ること。 
（５）様々な文化、芸術、スポーツ等に親しみ、豊かな感情及び表現力を育むこと。 
（６）西多摩市固有の文化、歴史、伝統及び自然に親しみ、及び学ぶ機会を持つこと。 
（７）間違い又は失敗をしたとしても、適切な助言若しくは支援を受け、又は挑戦することが

できること。 
 
（子どもが育ち・学ぶ施設の関係者の責務） 

第１０条 子どもが育ち・学ぶ施設の関係者（以下、「施設の関係者」という。）は、育ち・学

ぶ当該施設が子どもの健やかな成長・発達にとって重要な役割を果たすことを認識し、子ど

もの権利の保障に努めなければならない。 
 
（事業者の責務） 

第１１条 事業者は、社会的な影響力及び責任を意識して、子どもの健やかな成長を支援する

活動を行い、雇用する子どもに対し、権利の保障に努めるとともに、適切な方法により、子

どもの権利についての従業員の理解を深めるように努めなければならない。 
 
（子どもの意見表明及び参加の促進） 

第１３条 市、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者は、子どもの意見表明や及び参加

を促進するために、子どもの考え及び意見を尊重するとともに、その機会を確保するために、

必要な支援を行うよう努めなければならない。 
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（子どもみらい会議） 

第１４条 市は、まちづくり及び市政について、子どもの意見等を求めるため、西多摩市子ど

もみらい会議（以下、「子どもみらい会議」という。）を開催する。 
２ 子どもみらい会議は、子どもの自主的及び自発的な取組により運営されるものとする。こ

の場合において、子どもみらい会議は、その運営のために市に必要な支援を求めることがで

きるものとする。 
３ 子どもみらい会議は、その主体である子どもが定める方法により、子どもの総意としての

意見等をまとめ、市長に提出することができる。 
４ 市長その他の執行機関は、前項の規定により提出された意見等を尊重するものとする。 

 
（子育て家庭への支援） 

第１５条 市は、子育てをしている家庭に気を配り、安心して子育てをすることができるよう、

必要な個々の家庭に応じた支援を行うものとする。 
２ 市は、子育て家庭への支援を行うに当たり、保護者、地域住民、施設の関係者及び事業者

と連携して行うものとする。 
 
（計画策定、検証及び公表） 
第１９条 市は、子どもの権利を保障し、子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実

現に向け、総合的な推進計画を定めるものとする。 
２ 市は、前項の推進計画を策定し、又は改定するときは、保護者、地域住民、施設の関係者

及び事業者並びに子どもみらい会議に意見等を聴くものとする。 
３ 第 1 項の推進計画は、必要に応じて、その内容を定期的に検証するものとする。 
４ 市は、検証の結果を公表するものとする。 
 
（体制整備） 

第２０条 市は、子どもに関する施策及び子どもの未来に影響を及ぼす施策に関して、必要な

体制を整備するものとする。 
  
（子どもの権利の日） 

第２２条 市は、子どもの権利について、市民の関心を高めるため、にしたま子どもの権利の

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、権利の日にふさわしい事業を行うものとする。 
 

２．発表用資料の作成 
（１）パワーポイント資料の構成内容について 
１ 背景（計５スライド） 
 ・「子どもの権利条約の批准」について説明する。（１スライド） 
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 ・「子どもの権利条約」には、遵守すべき４つの権利があることを説明する。（各権利につ

き１スライド） 
 ２ 現状 
  ・仮想都市として定めた「西多摩市」の概要を説明する。（１スライド） 
  ・背景にて説明した、「子どもの権利条約」の４つの権利が脅かされていることを具体的な

数値データを提示して説明する。（各権利につき１スライド） 
  ① 生きる権利：虐待、貧困 
  ② 守られる権利：犯罪、いじめ 
  ③ 育 つ 権 利：健康、運動能力の低下   
  ④ 参加する権利：自治会加入率の低下 
 ３ 条例の解説（計２３スライド） 
  ・原則１スライドにつき１条の条文を記載し、条文の解説を口頭で行う。 
 ４ まとめ 
 ５ 今後の展望 
  ・前文の趣旨に基づき説明する。 
 （２）パワーポイント作成、データ収集班に分かれて作業を行う。 
 
 ４ 次回までの課題 
  ・条例逐条解説の作成（11/1 まで） 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７日目                            令和元年11月12日（火） 

１ 出席者 
前之園（八王子市）、★朝倉（国立市）、山口（武蔵村山市）、田中（瑞穂町）、加藤（全国市長

会）、嶋﨑（東村山市）（★連絡調整） 
 
２ 今日のタイムスケジュール 

１．講師からの条例案の講評 
２．逐条解説・パワーポイント資料の作成 

●研修生 今日の感想（６日目） 

・色々と整ったが、発表まで後 2 回。 

・パワポ作成に時間がかかりそうだな…頑張ろう。 

・創意工夫 

・発表用資料、逐条解説の作成に取り掛かることができた。 

・発表までの道筋が見えてきて実感が湧いてきた。 

・パワーポイントの作成があと 1 回で終わるのか心配。 
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３．次回の発表に向けて 
 
３ グループワーク実施内容 
１．講師からの条例案の講評 
第８条中 「年齢や成長」→「年齢及び成長」に修正 
第２２条中 「（以下、「権利の日」という。）」→「（以下「権利の日」という。）」に修正 

 
２．逐条解説・パワーポイント資料の作成 

 逐条解説の校正、パワーポイント資料の作成、原稿データの収集の 3 班に分かれて作業。 
 おおむね完成形となった。合体版の確認はデータで共有し、締め切りまでに修正等を行うこ

ととした。 
  
４ 次回までの課題 
 読み原稿を各自担当ごとに作成する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修生 今日の感想（７日目） 

・いらすとやのありがたさ 

・最終調整。あとは各自頑張りましょう。 

・人事天命 

・発表に向け、最終準備を行った。 

・パワポ班の作業がとても良く、驚いた。読み原稿があまり進まず、申し訳ない気持ち。 

・パワーポイントが形になって良かったです。 
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８日目                            令和元年12月12日（木） 

１ 出席者 
前之園（八王子市）、★朝倉（国立市）、山口（武蔵村山市）、田中（瑞穂町）、加藤（全国市長

会）、嶋﨑（東村山市）（★連絡調整） 
 
２ 今日のタイムスケジュール 

１．リハーサル 
２．発表本番 

 
３ 実施内容 
 １．リハーサル 
    用意したパワーポイント資料で発表練習。時間は４０分。 
    リハーサル発表後、それぞれの発表者に対して講師よりアドバイスをいただいた。 
    声の大きさ・スピード・姿勢などを本番に向けて修正していく。 

また、リハーサル後、発表しながら気になった点をグループ内でも議論し、読み原稿

を修正していった。 
２回目のリハーサルは通しで行わず、最初と最後の部分の立ち位置などを確認するだ

けとした。 
 

２．発表本番 
    リハーサルの反省点を踏まえ、無事発表を終えた。 
    本来は４０分のところ３６分と、４分短くなってしまったところは改善の余地があっ 

た。 
     
    発表後、傍聴者から提出された質問の中から３問選び、回答した。 

事前に決めておいた回答者３人がそれぞれ回答を発表した。 
 

質問① 第 11 条に関して、「雇用する子ども」とはどのような状況及び状態を想定し 
たのか。 
 
回答① 18 歳未満で就労している子供を指す。例えば中学卒業と同時に就職した子供

や、学業の傍らでアルバイトをしている子供である。企業は、雇用主として子供も大

人と同様に扱ってしまう面もあるが、子供の未成熟な面に対してサポートは必要だと

考え、この項目を置いた。 
 
質問② 子供にもっと社会参加をしてもらうためには、自治体はどのような取り組み

を行うべきと考えるか。 
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回答② 第 6 条で子供の社会参加の権利を保障し、第 13 条で子供の意見表明の権利を

保障している。その具体的な場として、第 14 条のこども未来会議を市が設置すること

を規定しています。この会議を通して子供は、自身の権利及び社会の構成員としての

役割を認識することで、子供の社会参加が促進されると考えております。 
 
質問③ 「条例ならではの特徴」と「児童の権利に関する条約についての広報及び啓

発や、子供子育て支援事業計画の策定だけでなく、本条例の設置が必要であることの

理由について」 
 
回答③-1 条例ならではの特徴についてですが、一例にはなるが、西多摩市への地元愛

を持ってもらいたいというメッセージを込めた条項を入れさせていただいている。前

文のみならず、例えば、第 5 条 6 号のように、市独自の文化・歴史・伝統及び自然に

親しみ学ぶ機会を持つことという条文は、西多摩市とこれからも長く付き合っていた

だきたいなという考えから盛り込んでいる。 
 
回答③-2 本条例の設置が必要であることの理由についてだが、条約が条例の先にある

という中において、子供を取り巻く課題や問題について、条約だけでは課題の根本的

な解決が見込めないであろうという考えがスタート地点であった。そのため、条約を

もとに、自治体が抱える特有の課題に対して、西多摩市として子供をどのように考え

ているのか、特有の課題にどのように取り組むのかの方針を示す必要があると感じ、

条約の趣旨を盛り込んだ条例を策定した。 
 
    質疑応答をもって、発表は終了。 
     
    皆様ありがとうございました。 

以上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修生 今日の感想（８日目） 

・就活ぶりの緊張感と達成感でした。 

・リハーサルでの反省を踏まえ、あとは落ち着いてやるのみ！！ 

・感慨無量 

・リハーサルをしたお陰で多少気持ちが楽になった。 

・リハーサルをして緊張感が和らぎ、自分の改善点も見えたことはとても良かった。 

・とても緊張したが無事に発表が終わり良かったです。 
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八王子市  前之園 誠 

 私がこの研修に参加したきっかけは、所属長からのお声掛けでした。参加については、テー

マが個人的にも興味のある「子どもの育成」だったこともあり、特に悩まずに決めてしまいま

した。しかし、後から研修内容が想像以上に本格的であることを知り、自分で大丈夫なのか、

業務は回せるのか、そもそも子どもを保育園に預けられない時に対応できるのか、など多くの

不安を感じることとなりました。実際、初日から子どもが熱を出して、はらはらのスタートだ

ったのを覚えています。 

 開始直後は、目標が見えない中でどう議論に参加したら良いかわからず、正直なところかな

り気が重かったです。しかし、回を重ねるうちにグループの雰囲気や個性が見えてくると、自

然とグループへの連帯感を覚えるようになり、最後は「何かしなくては」と積極的に研修へ臨

めるようになりました。これはグループ研修に苦手意識のあった自分にはあまりない経験で、

１グループの皆さんのおかげだと感じています。そして、１グループとして全８回で築きあげ

てきたものを条例やプレゼンとして形に残すことができ、大きな達成感を感じています。 

全体を振り返ると、限られた時間の中でグループを成立させ、一からものを築きあげる本研

修の過程は、まさに行政の仕事そのものだと思います。実戦さながら研修内容は知識だけでな

く、能力や経験面でも今後の大きな財産になりました。また、所属や職歴が異なるメンバーの

考え方や経験などに触れることができ、固まりつつあった自分の視野を広げるきっかけにもな

りました。最初は不安でいっぱいでしたが、今では参加して良かったと感じています。 

最後になりますが、講師のお二人や河合さんをはじめとした研修所の皆様、そして一緒に実

習していただいた１グループの皆様には心から感謝申し上げます。本当にありがとうございま

した。 

 
 
東村山市  嶋﨑 侑子 

本研修には、人事課からお声掛けを頂いたことがきっかけで参加をしました。四か月に及ぶ

全八回の研修を通常業務と両立させられるか心配でしたが、今後の職務にきっと役立つだろう

と前向きな気持ちで臨みました。 
 グループの初顔合わせとなった第一回は、妙な緊張感に包まれ、お互い遠慮がちにグループ

演習が始まったのを覚えています。「条例作成」という目標に向かって、一人一人が真摯に取

り組むうち、いつの間にか研修に参加するのが楽しみになる程、良い雰囲気で活発な意見交換

が出来るようになりました。研修時間外にも、毎回各自が宿題として調査や条例の叩き台を作

成する等、大変な研修ではありましたが、その分、最後の発表を終えた際は素晴らしい達成感

を味わえました。 
研修の主目的である、政策立案と条例作成スキルの取得だけでなく、グループのメンバーか

らは、課題へのアプローチ方法や説明の仕方、コミュニケーションの取り方等多くのことを学

ばせて頂きました。研修を通して学んだことを職場に持ち帰り、ささやかではありますが早速

実践をしています。 
研修参加の意思決定をした時から、職場の体制が変わったこともあり、途中で研修に参加で

きるのか不安なこともありましたが、最後まで参加し、貴重な経験が出来たのは、何よりも職
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場の方々の理解と協力のお陰だと感謝しております。 
最後に、この研修に携わって下さったすべての方々と、参加する機会を与え、それを支えて

下さった方々に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 
 
国立市  朝倉 悠介 

8 月から 12 月までという長い期間にわたっての研修、しかも見ず知らずの人と作業をしていく

ことになるため、不安な気持ちのまま初日を迎えました。 
さらに、法務という今まで直接携わったことのない業務についての内容だったため、周りの人た

ちと比べて知識が乏しかったら足を引っ張ってしまうのではないだろうか…という思いもありま

した。 
実際のところ、初日の自己紹介を聞いていたら、他の皆さんも法務畑の人ではなかったため、少

しホッとしました。 
1 グループの雰囲気も最初こそ多少緊張した感じがありましたが、回数を重ねるにつれて緊張も

ほどけ、最後のほうは、あっという間に一日が終わるようになっていました。条例作成という大変

な工程を完成させられたのは、チーム一体となって取り組むことができたからだと思います。それ

ぞれの特徴や個性がうまくかみ合って進めることができたことで、達成感もひとしおです。 
メインテーマは、法務の知識を深めることでしたが、それ以上にチームで課題に取り組み、なに

かを成し遂げることの大変さや楽しさを学ぶことができました。長丁場で大変なところはあります

が、本当に身になる研修でした。 
最後に、この場を借りて両講師にお礼申し上げます。初歩的なところから丁寧に教えていただき、

ありがとうございました。ここで学んだことを今後の自分の業務に活かしていきたいと思います。 
また、細かいところまで配慮いただいた研修所の職員の方々もありがとうございました。そして、

１グループのみなさん、ありがとうございました。次は、条例の話は無しでお会いしましょう（笑） 
 
 
武蔵村山市  山口 裕基 

 私は本研修を通じ、自治体が抱える政策課題の解決には、行政の運営や業務を行う中で、常に「必

要性」を検討することが重要だと考えるようになりました。本研修の課題である条例策定を行う中

で私たちが時間をかけて検討したのが、現状や課題に対して、なぜ条例を作成する必要があるのか、

また、策定するならばどのような条例が必要なのかということでした。 
私たちは、本研修のテーマである「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち」の実現に向

け、単純に各自治体の条例と同じものを策定するのではなく、子どもを取り巻く現実の問題を理解

し、仮想自治体を設定することで、その地域独自の潜在する課題を発見し、その課題を解決するた

めに条例の策定を行いました。その中で、条例というものは、行政運営における目的ではなく、政

策課題の解決のための手段であることを意識することができ、重要なことは、その条例を策定する

ことが、どのように政策課題の解決に結びつくか、どれだけ住民の福祉に資することができるかを

学ぶことができました。そして、それは条例の策定だけでなく、行政の運営や業務すべてに当ては

まることであり、行政職員は常に行う業務の必要性について検討し、各自治体の課題の解決に向け

適当な業務を行っていくことが必要だと考えました。 
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 また、策定した条例の発表を行う中で、広聴いただいた方々に私たちの条例に込めた意図や思い

が伝わりきらない部分がありました。そこから、いかに「必要性」が高いと思われる行政運営を検

討し実行したとしても、市民を初めとした行政手続きの相手方に「必要性」の理解が得られなけれ

ば、行政課題の解決には繋がらないため、行政において、説明を行うことは必ず求めれれるものだ

と感じました。 
 
 
瑞穂町  田中 俊輔 

今回の立法法務研修への参加は研修担当からの指名でした。研修テーマが「子どもがいきいきと

安心して健やかに育つまちの実現」ということで、子育て部門で業務に就いている私が選出された

理由が理解できましたが、条例の作成には携わったことはなく、むしろ苦手意識がある部類でした。

今回の研修は苦手意識を克服できるかもしれないという期待と、グループ演習で足を引っ張ってし

まう不安がある中での参加となりました。 
さて、近年の子どもを取り巻く環境は私たちが子どもの頃とは大きく変化し、様々な問題が起き

ています。この世の中でどの様な条例を作れば子どもがいきいきと健やかに育つことができるのか

考え、１グループでは「西多摩市子どもいきいき条例」を作成しました。私たち１グループの強み

は全員の研修に取り組む姿勢が一致していたので、毎回計画的に作業に取り組み、当初の研修スケ

ジュールに沿って進めていくことができました。研修が始まった当初は、全 8 回の工程で条例を作

成しそれを聴講生に発表するということはとても難易度の高い研修と考えておりました。しかし１

グループのメンバーのおかげで前向きに作業に取り組むことができたので、とても充実した研修と

なり５か月間という研修期間はあっという間に感じました。 
いよいよ成果発表を行う研修最終日、資料の準備は万全でしたが、人前での発表が苦手な私は不

安を拭いきれませんでした。しかし、メンバーのフォローや講師からのアドバイスがあり、無事に

発表を終えることが出来たときは大きな安堵と充実感に満たされました。 
本研修に参加したことにより苦手意識のあった、条例の作成や法律について学び考え、プレゼン

テーションをし、自信につながりました。また、全国の行政が考える子どもの権利に関する条例に

ついても勉強ができたので、今後の執務に活かしていきます。 
最後になりますが、この長期研修を共に乗り越えた 1 グループのメンバーと水越講師、川田講師、

研修所担当者の方々には心より感謝申し上げます。 
 
 
全国市長会  加藤 恵里香 

本研修の受講にあたり、本会研修担当者から全８回の約４か月間にわたる長期研修、そして条例

を作成する研修であると聞き、法務の知識も経験もない私は、不安な気持ちで研修初日を迎えまし

た。 

しかし、実際に１グループのメンバーにお会いし、とても和やかな雰囲気の中、意見交換を行う

ことができたので、何よりもまず、ほっとしたことを覚えています。 

そして研修中は、最短時間で最大の成果を出そうという同じ志を持つとても優秀なメンバーに助

けられ、１度も課外活動を設けることなく、限られた時間で作業を行い、無事に発表を終えること

－ 72 －

１グループ 研修を終えて



 
1 グループ 研修を終えて 

ができました。限られた時間の中で作成した資料でしたが、当日の発表では、伝えたい内容を十分

に伝えることができたと思います。 

さて、今回のテーマ、「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実現」は、私にとって

関心の高いテーマでした。ニュース等で虐待やいじめによって、かけがえのない子どもの命が失わ

れてしまう痛ましい事件が報道される度、どうすれば防げたのかと考えさせられることが多々あっ

たためです。 

今回、そういった子どもを取り巻く課題解決の手段として、子どもの生活に一番身近な自治体の

法律である『条例』によって子どもの権利を守り、子どもがいきいきと安心して育つまちづくりに

向けた施策を具体化するという、条例作成の過程を１から経験させていただきました。条例の作成

を通して、条例作成に関する知識の習得はもちろんのことですが、何より、住民に一番近い現場で

仕事をされているメンバーからは多くのことを学ばせていただきました。今回の研修で学んだ多く

のことは、今後の業務において大きな助けになると感じています。 

最後に、親身になって丁寧にご指導いただいた水越講師、川田講師、研修のサポートをいただい

た河合さん、そして改めて１グループのメンバーに心から感謝を申し上げます。 

本当にありがとうございました。 
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１グループ 研修を終えて
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○○市子どもの権利条例 

 

目次  

 前文 

 第１章 総則（第１条－第３条） 

 第２章 子どもの大切な権利（第４条－第８条） 

 第３章 子どもの権利を保障するための責務（第９条－第１４条） 

 第４章 子どもの権利の保障（第１５条－第１９条） 

 第５章 子どもの権利に関する行動計画（第２０条－第２１条） 

 第６章 子どもの権利の侵害に関する相談及び救済（第２２条－第２７条） 

 第７章 雑則（第２８条） 

 附則 

前文 

子どもは、生まれながらにして一人ひとりがさまざまな個性や能力や夢をもったか

けがえのない存在です。そんな未来への懸け橋となりうる子どもは、一人の人として

権利が尊重され、責任ある社会の一員として周りの人に大切にされ、愛され、信頼さ

れる存在でもあります。子どもは、さまざまな人、自然、そして文化との関わりの中

で、その権利が保障され、安心して健やかに成長していくことができます。 

日本は、世界の国々と「児童の権利条約」を結び、性別、国籍、障がい等にかかわ

らず、すべての子どもには、生きる、守られる、育つ、そして参加する権利があり、

これを大切にすることを約束しました。 

しかし、現代は「いじめ・虐待の増加」、「地域コミュニティの希薄化」など子ども

を取り巻く環境がこれまでになく複雑化したことによって、子どもが本来持つべき権

利が侵害され、自分が大切にされていることが実感しにくくなっています。そのこと

は、子どもが自らの育った地域に愛着、親しみを持つことを難しくしており、成長へ

の不安を大きくしています。 
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大人は、子どもが地域で感じる不安を理解し、子どもの成長し、及び発達する力を

認めるとともに、子どもと誠実に向き合い、子どもの思いを受け止め、子どもにとっ

て最も良いことは何かを考えながら、子どもの成長を支援していかなければなりませ

ん。そこで、子どもを尊重し、子どもにやさしい、夢を育むことのできるまちづくり

を進めることを宣言し、ここに○○市子どもの権利条例を制定します。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもの権利の保障に関する基本的事項を定めることにより、

子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちを実現することを目的とします。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによります。 

（１）子ども 市にかかわる１８歳未満の者又はこれに準ずるものをいいます。 

（２）保護者 子どもの親又は親に代わり子どもを育てる者をいいます。 

（３）子どもが育ち学ぶ施設 市内の学校、児童福祉施設その他子どもが育ち、学び

又は活動するために利用する施設をいいます。 

（４）地域住民等 市内に居住し、通勤し、若しくは通学している者又は市内で活動

している団体若しくは個人をいいます。 

（５）事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。 

 （基本的考え方） 

第３条 この条例は、次の基本的考え方に基づきます。 

（１）子どもの幸せ及び子どもにとって最も良いことを第一に考えます。 

（２）子どもは、大人とともに地域社会に参加する一人の市民として尊重され、子ど

も自身の意思及び力を大切にされます。 

（３）子どもの年齢及び成長に配慮します。 
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（４）あらゆる暴力及び精神的な苦痛その他不当な扱い等を受けることなく、人とし

ての尊厳を守ります。 

   第２章 子どもの大切な権利 

（子どもの権利の尊重）  

第４条 この章に定める権利は、子どもが一人の人間として育ち、学び、笑顔で生活

をしていくために、大切なものとして保障されなければなりません。 

（自分らしく生きる権利） 

第５条 子どもは、自分らしく生きるために、次に掲げる権利が保障されなければな

りません。 

（１）個性が尊重され、ありのままの自分が認められること。 

（２）安心できる場所で自分を休ませ、及び余暇を持つこと。 

（３）発達に応じて、自分のことを自分で決められること。 

（４）自分の考えを表現できること。 

（安全及び安心に生きる権利） 

第６条 子どもは、安全及び安心に生きるために、次に掲げる権利が保障されなけれ

ばなりません。 

（１）命が守られ、大切にされること。 

（２）あらゆる差別を受けないこと。 

（３）虐待、いじめ及び犯罪から心身を守られること。 

（４）必要としたときに相談、支援及び助言が受けられること。 

（５）適切な医療が必要に応じて受けられること。 

（６）プライバシー及び名誉が守られること。 

（７）自分を守るために、必要な情報が得られること。 

（豊かに育つ権利） 

第７条 子どもは、豊かに育つために、次に掲げる権利が保障されなければなりませ

ん。 
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（１）たくさんの愛情を受け、育まれること。 

（２）学び、遊び、及び休息すること。 

（３）必要な教育が受けられ、学びたいことを学ぶ機会が得られること。 

（４）多様な価値観を持つ人と触れ合い、たくさんの体験及び経験ができること。 

（地域社会に参加する権利） 

第８条 子どもは、地域社会に参加するために、次に掲げる権利が保障されなければ

なりません。 

（１）年齢及び発達に応じた活動の機会が得られること。 

（２）仲間を作り、仲間と集うこと。  

（３）自分の意見を表明し、その意見が尊重されること。 

   第３章 子どもの権利を保障するための責務 

（共通の責務） 

第９条 市、保護者、子どもが育ち学ぶ施設の関係者（以下「施設の関係者」といい

ます。）、地域住民等及び事業者は、子どもがいきいきと安心して健やかに育つまち

づくりを進めるため、連携し、及び協働するよう努めなければなりません。 

（市の責務） 

第１０条 市は、子どもの権利を保障し支援するため、子どもの支援に関する施策を

実施します。 

２ 市は、子どもの支援に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の

措置を講じます。 

３ 市は、保護者、施設の関係者、地域住民等及び事業者がそれぞれの責務を果たす

ことができるよう、必要な支援を行います。 

４ 市は、子どもの安全及び健やかな成長が守られるよう、子どもが育ち学ぶ施設そ

の他子どもにかかわる機関との連携体制の構築に努めます。 

（保護者の責務） 
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第１１条 保護者は、子どもの健やかな成長に関する第一義的な責任者であることを

認識し、愛情を持って子どもに寄り添い、子どもの年齢及び発達に応じた養育のた

め、必要な環境を整えるよう努めなければなりません。 

２ 保護者は、いかなる理由によっても子どもに対し、虐待及び体罰を行ってはなり

ません。 

３ 保護者は、子どもが配偶者等から虐待を受けることがないよう、子どもを守るこ

とを優先し、必要に応じ、関係機関等に支援を求めなければなりません。 

（施設の関係者の責務） 

第１２条 施設の関係者は、子どもの個性を尊重し、子どもが自分の権利を正しく理

解し、他者の権利を尊重できるよう、支援に努めなければなりません。 

２ 施設の関係者は、虐待、いじめ及び犯罪についての相談、救済及び防止のために

必要な措置を講じるとともに、これらの解決のため各関係機関との迅速な連携を図

らなければなりません。 

３ 施設の関係者は、保護者及び地域住民等に対して施設の運営等に関する情報提供

を行い、意見を聴き、及び協力を受け、開かれた施設となるよう努めなければなり

ません。 

４ 施設の関係者は、一人一人の子どもの立場に寄り添い、子どもが自分の意見を表

明できるように努めるとともに、子どもの異変に気づくよう努めなければなりませ

ん。 

５ 施設の関係者は、市が実施する子どもに関する施策に協力するよう努めなければ

なりません。 

（地域住民等の責務） 

第１３条 地域住民等は、虐待、いじめ及び犯罪から子どもを守るため、安全で安心

な地域づくりに努めなければなりません。 

２ 地域住民等は、子どもの気持ち及び考えが尊重される地域づくりに主体的にかか

わるよう努めなければなりません。 
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３ 地域住民等は、子ども一人一人及び子育て世帯に対し、関心を持ち、見守り、及

び働きかけ並びに性別、国籍、障がい等を理由としたあらゆる差別がない地域づく

りに努めなければなりません。 

４ 地域住民等は、市が実施する子どもに関する施策に協力するよう努めなければな

りません。 

（事業者の責務） 

第１４条 事業者は、ライフ・ワーク・バランスの視点から子どもを養育する従業員

が仕事と子育てを両立できるよう、職場環境の整備に努めなければなりません。 

２ 事業者は、施設の関係者及び地域住民等が行う子どもの育成に関する活動に協力

するとともに、子どもが健やかに育つための体験機会の提供に努めなければなりま

せん。 

   第４章 子どもの権利の保障 

（虐待及びいじめに対する取組） 

第１５条 市は、虐待及びいじめを防止するため、保護者、子ども、施設の関係者、

地域住民等及び事業者に必要な理解が広まるよう努めます。 

２ 市は、虐待及びいじめの早期発見に努め、通報を受け、又は発見したときは、速

やかに対応するとともに、虐待及びいじめを受けた者の状況に応じ、心のケア等適

切な支援を行います。 

３ 市は、虐待及びいじめを行った者に対し、面会、相談、指導その他の必要な措置

を講じ、再発の防止に努めます。 

（子どもの参加への支援） 

第１６条 市、施設の関係者及び地域住民等は、それぞれが実施する施策及び取組に

ついて、子どもが参加し、又は意見を表明する機会を設けるよう努めるものとしま

す。 

２ 市は、子どもが様々な体験及び学習を通じて、多様で豊かな経験ができる機会を

設けるよう努めます。 
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（子どもの居場所づくり） 

第１７条 市は、地域が多様な人間関係を通して、子どもが豊かに育つための大切な

場であることを考慮し、居場所の確保及びその存続に努めます。 

２ 市は、地域において、子どもが安心して過ごすことができる居場所づくりに努め

ます。 

３ 市は、子どもが交流する居場所づくりに当たって、障がい等の特別な事情がある

子どもに対し、必要な配慮を行うように努めます。 

４ 市は、子どもの居場所づくりに主体的に取り組む地域住民等及び事業者との連携

を図り、その支援に努めます。 

（保護者への支援） 

第１８条 市は、保護者が安心して子育てができるよう、子育て家庭に対し、妊娠期

から子育て期までの切れ目ない支援を行うよう努めます。 

２ 市は、地域住民等及び事業者と連携し、多様な保護者のニーズに対応するよう努

めます。 

（広報及び啓発） 

第１９条 市は、この条例の定める理念及び内容について、保護者、子ども、施設の

関係者、地域住民等及び事業者の関心及び理解を深めるため、広報活動及び啓発活

動に努めます。 

   第５章 子どもの権利に関する行動計画 

（行動計画） 

第２０条 市は、子どもに関する施策の推進に際し、子どもの権利の保障が総合的か

つ計画的に図られるために、○○市子どもの権利に関する行動計画（以下「行動計

画」といいます。）を策定します。 

２ 市長その他の執行機関は、行動計画を策定するに当たっては、子どもを含めた地

域住民等の意見を聴くものとします。 

（子どもの権利に関する施策の推進） 
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第２１条 市の子どもに関する施策は、子どもの権利の保障に資するため、次に掲げ

る事項に配慮し、及び推進しなければなりません。 

（１）子どもの最善の利益に基づくものであること。 

（２）教育、福祉、医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであ

ること。 

（３）保護者、施設の関係者及び地域住民等との連携を通して一人一人の子どもを支

援するものであること。 

   第６章 子どもの権利の侵害に関する相談及び救済 

（子どもの権利擁護委員）  

第２２条 市は、子どもの権利の侵害に対して、その子どもの速やかで適切な救済を

図り、回復を支援するため、〇〇市子どもの権利擁護委員（以下「擁護委員」とい

います。）を置きます。  

２ 擁護委員は、３人以内とします。  

３ 擁護委員は、人格が高潔で、子どもの権利に関し、優れた識見を有する者のうち

から市長が委嘱します。  

４ 擁護委員の任期は、３年とします。ただし、再任を妨げるものではありません。  

５ 市長は、擁護委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき、

又は職務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない行いがあると認める

ときは、その職を解くことができます。  

（擁護委員の職務等）  

第２３条 擁護委員は、次のことをします。  

（１）子どもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。  

（２）子どもの権利の侵害にかかわる救済の申立て又は自らの判断に基づき、その子

どもの救済及び回復に向けて調査、調整、勧告及び是正要請を行うこと。  

（３）前号の勧告又は是正要請を受けてとられた措置の状況についての報告を求める

こと。  
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２ 擁護委員は、必要に応じ、前項第２号の勧告及び是正要請並びに同項第３号に規

定する措置の報告を公表することができます。  

３ 擁護委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはいけません。その職を退

いた後も同様とします。  

（勧告などの尊重） 

第２４条 前条第１項第２号の勧告及び是正要請を受けた者は、これを尊重し、必要

な措置をとるよう努めなければなりません。  

（救済及び回復のための連携）  

第２５条 擁護委員は、子どもの権利の侵害について、その子どもの救済及び回復の

ために関係機関及び関係者と連携を図ります。  

（擁護委員に対する支援及び協力）  

第２６条 市は、擁護委員の独立性を尊重し、その活動を支援します。  

２ 保護者、施設の関係者及び地域住民等は、擁護委員の活動に対して協力します。  

（報告）  

第２７条 擁護委員は、毎年、その活動状況について、市長及び議会に報告するとと

もに、広く市民に公表します。  

第７章 雑則 

（委任） 

第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。 

   附 則 

 この条例は、令和○年○月○日から施行します。ただし、第６章の規定は、公布の

日から起算して〇月を超えない範囲において規則で定める日から施行します。 
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○○市子どもの権利条例 

逐条解説 
前文 

子どもは、生まれながらにして一人ひとりがさまざまな個性や能力や夢をもったかけがえの

ない存在です。そんな未来への懸け橋となりうる子どもは、一人の人として権利が尊重され、

責任ある社会の一員として周りの人に大切にされ、愛され、信頼される存在でもあります。子

どもは、さまざまな人、自然、そして文化との関わりの中で、その権利が保障され、安心して

健やかに成長していくことができます。 

日本は、世界の国々と「児童の権利条約」を結び、性別、国籍、障がい等にかかわらず、す

べての子どもには、生きる、守られる、育つ、そして参加する権利があり、これを大切にする

ことを約束しました。 

しかし、現代は「いじめ・虐待の増加」、「地域コミュニティの希薄化」など子どもを取り巻

く環境がこれまでになく複雑化したことによって、子どもが本来持つべき権利が侵害され、自

分が大切にされていることが実感しにくくなっています。そのことは、子どもが自らの育った

地域に愛着、親しみを持つことを難しくしており、成長への不安を大きくしています。 

大人は、子どもが地域で感じる不安を理解し、子どもの成長し、及び発達する力を認めると

ともに、子どもと誠実に向き合い、子どもの思いを受け止め、子どもにとって最も良いことは

何かを考えながら、子どもの成長を支援していかなければなりません。そこで、子どもを尊重

し、子どもにやさしい、夢を育むことのできるまちづくりを進めることを宣言し、ここに○○

市子どもの権利条例を制定します。 

 

【趣旨】 

前文は、条例制定に係る背景や趣旨、目的等を記載した、各条文の基本的な考え方となるも

のです。  

【解説】 

第１段落は、社会の宝である子どもの存在について表現しています。子どもは生まれながら

にして、等しく希望に満ちたかけがえのない存在であり、家庭や地域の中でその存在を認めら

れ、権利が保証されることで、これからの社会を生き抜く力を身につけていきます。そんな子

どもたちは、未来への希望となる存在であることを示しています。 

第２段落は、国の動きとして、子どもの人権を国際的に保障するために定められた「児童の

権利条約」を批准することで、すべての子どもが持つ、生きる、守られる、育つ、そして参加

する権利を大切にすることを世界の国々と約束したことを示しています。 

 第３段落は、子どもを取り巻く社会の現状について表現しています。社会問題として深刻化

しているいじめや虐待の増加により、愛され守られる存在であるはずの子どもたちの生命が危

険にさらされたり、心身を深く傷つけられたりしています。 また、利便性が向上し、地域と

関わらなくても生活ができるようになっている現代社会では、地域のあり方が変わってきてい

るため、地域コミュニティが希薄化しています。このことにより、個々のプライバシーや価値
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観が守られる反面、子育て世帯の孤立化、虐待への気付きの遅れ、犯罪リスクの向上、共助力

の低下など、多くの不安要素を抱えています。 

 こうした社会状況の中、子どもが生まれながらに持っている権利が侵害されることで、子ど

もたちが人や社会に対して信頼や希望を抱くことができなくなり、自分の存在、そして他者の

存在についても大切なものと感じることができなくなってしまう恐れがあります。このことは、

次の世代の子どもたちにも同様の影響を与える可能性を持っており、負の連鎖が起こることが

懸念されます。 

 第４段落は、第３段落の現状を受け、これを防ぐために、第１段落で表現した子どもの存在

について大人が共通認識を持つことの重要性と、子どもの権利が守られる地域社会の実現を目

指して、すべての大人が子どもにとっての最善を考え、子どもの成長を支えるために行動しな

ければならないことを表現しています。そして、○○市として、子どもを尊重し、子どもにや

さしい、夢を育むことのできるまちづくりを進めることを宣言しています。 

 

第１章 総則  

 （目的） 

第１条 この条例は、子どもの権利の保障に関する基本的事項を定めることにより、子どもが

いきいきと安心して健やかに育つまちを実現することを目的とします。 

 

【趣旨】 

本条は、条例の制定目的を定めています。 

【解説】 

この条例の目的は、「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちを実現すること」です

が、そのためには子どもの大切な権利を保障し、地域社会全体で子どもの健やかな育ちを支え

あう仕組みづくりが必要になります。こうした仕組みをつくることで、子どもがいきいきと安

心して健やかに育つまちの実現を目指しています。 

 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによります。 

（１）子ども 市にかかわる１８歳未満の者又はこれに準ずるものをいいます。 

（２）保護者 子どもの親又は親に代わり子どもを育てる者をいいます。 

（３）子どもが育ち学ぶ施設 市内の学校、児童福祉施設その他子どもが育ち、学び又は活動

するために利用する施設をいいます。 

（４）地域住民等 市内に居住し、通勤し、若しくは通学している者又は市内で活動している

団体若しくは個人をいいます。 

（５）事業者 市内で事業活動を行う個人又は法人その他の団体をいいます。 

 

【趣旨】 

本条は、条例の中で用いる用語の意義を定めています。 
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【解説】 

第１号は、「子ども」について、児童の権利に関する条約及び児童福祉法における子どもの

定義が１８歳未満であることから、原則として１８歳未満としますが、１８歳に達した後であ

っても、子どもの権利を認めることが適当である者も含むとして規定しています。１８歳に達

した者でも、高等学校等に在学している場合などが該当します。 

第２号は、子どもの親自身のほか、親に代わり子どもを育てる者を「保護者」として規定し

ています。親に代わり子どもを育てる者とは、死亡等により親権者がいない場合の未成年後見

人のほか、子どもを実際に監護している里親や児童養護施設の長などが含まれます。 

 第３号は、学校教育法第１条に規定されている幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支

援学校、同法第１２４条に規定されている専修学校及び同法第１３４条に規定されている各種

学校を「学校」として規定しています。「児童福祉施設」とは、児童福祉法第７条第１項に規定

されている、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童館、児童養

護施設、障害児入所施設などが該当します。また、これら以外でも学童クラブ、公民館、図書

館、子育てサロンなど、市内にある子どもが育ち・学ぶためのあらゆる施設を含みます。 

 第４号は、地域の住民、市内に通勤し、若しくは通学している者又は市内で活動している団

体を「地域住民等」として規定しています。市民だけでなく、市外の住民であっても市内に通

勤し、通学している者や自治会、子ども会、市内で活動している団体や個人が該当します。 

 第５号は、市内で事業活動を行う個人または法人、設立登記前の会社、法人格を有していな

い任意団体を「事業者」として規定しています。 

 

（基本的考え方） 

第３条 この条例は、次の基本的考え方に基づきます。 

（１）子どもの幸せ及び子どもにとって最も良いことを第一に考えます。 

（２）子どもは、大人とともに地域社会に参加する一人の市民として尊重され、子ども自身の

意思及び力を大切にされます。 

（３）子どもの年齢及び成長に配慮します。 

（４）あらゆる暴力及び精神的な苦痛その他不当な扱い等を受けることなく、人としての尊厳

を守ります。 

 

【趣旨】 

本条は、子どもの権利を保障し、子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実現のた

めの、この条例の解釈及び運用の基本的な考え方を定めています。 

【解説】 

第１号は、子どもに関係することを決めるときには、子どもの幸せや子どもにとって最もよ

いことは何かということが第一に考えられなければならないということを規定しています。こ

の「子どもの幸せ及び子どもにとって最もよいこと」は、子どもの権利条例における最も重要

な基本原則となります。 

第２号は、大人は、子どもは地域社会の将来を担う一員であり、一人の市民として尊重され

るべき存在であることを認識して、子どもと接しなければならないことを規定しています。そ
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のことを踏まえ、大人は、子どもが生きる喜びを実感できるよう、子ども自身の意思や力を大

切にしていくこととしています。 

第３号は、子どもの年齢や発達の状況に応じた支援や助言をすることを規定しています。 

 第４号は、子どもの人権が尊重され、子どもにとって深刻な権利侵害となる、あらゆる暴力

及び精神的な苦痛、その他不当な扱いのない社会を目指していくことを規定しています。 

 

第２章 子どもの大切な権利  

 （子どもの権利の尊重） 

第４条 この章に定める権利は、子どもが一人の人間として育ち、学び、笑顔で生活をしてい

くために、大切なものとして保障されなければなりません。 

 

【趣旨】 

本条は、この章において規定される「子どもの大切な権利」の総則を定めています。 

【解説】 

すべての子どもが一人の人間として大切にされ、心も身体も健康に育つことができるように、

〇〇市の子どもに保障されるべき権利を定めています。 

 

 （自分らしく生きる権利） 

第５条 子どもは、自分らしく生きるために、次に掲げる権利が保障されなければなりません。 

（１）個性が尊重され、ありのままの自分が認められること。 

（２）安心できる場所で自分を休ませ、及び休暇を持つこと。 

（３）発達に応じて、自分のことを自分で決められること。 

（４）自分の考えを表現できること。 

 

【趣旨】 

本条は、自分らしく生きるために保障される権利を、第１号から第４号までに掲げて、その

権利の具体的な内容を定めています。 

「自分らしく生きる」とは、子ども一人ひとりが個人として尊重され、自分が自分であるこ

とを大切にして生きていくということです。 

【解説】 

第１号は、一人ひとりの違いが個性として認められること、また、ありのままの自分を受け

止めてもらえることを規定しています。ありのままの自分が肯定されることを実感することで、

子どもは自分自身の力を信じ、自分の持っている力を発揮することができると考えています。 

第２号は、子どもが安心できる居場所を持ち、身体を休ませ、自由な時間を持つことを規定

しています。 

第３号は、子どもが社会性を持ち自立していくために、あらゆる場面で、自分に関わりのあ

ることについて、自ら意思決定できることを規定しています。 

ただし、子どもが主張するすべてが認められるわけではなく、年齢や発達の段階によっては、

子どもの最善の利益を考慮し、子どもの意見が受け入れられないことも考えられます。その際
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には、大人は、その理由を子どもに丁寧に説明する必要があります。 

第４号は、自分が思ったことや感じたことを、話したり、書いたり、描いたり、歌ったり、

演じたりすることなどを通して、自由に表現し、伝え合えることを規定しています。自分の気

持ちや考えを持つこと、自分の気持ちや考えを表明することが保障されることで、子どもは自

信を持って毎日の生活を送ることができると考えます。 

 

 （安全及び安心に生きる権利） 

第６条 子どもは、安全及び安心に生きるために、次に掲げる権利が保障されなければなりま

せん。 

（１）命が守られ、大切にされること。 

（２）あらゆる差別を受けないこと。 

（３）虐待、いじめ及び犯罪から心身を守られること。 

（４）必要としたときに相談、支援及び助言が受けられること。 

（５）適切な医療が必要に応じて受けられること。 

（６）プライバシー及び名誉が守られること。 

（７）自分を守るために、必要な情報が得られること。 

 

【趣旨】 

本条は、安全及び安心に生きるために保障される権利を、第１号から第７号までに掲げて、

その権利の具体的な内容を定めています。 

【解説】 

第１号は、一人ひとりの尊い命と心身が守られ、安心して暮らせることを規定しています。

これは、子どもの権利を尊重する全ての事柄の前提になるものです。 

第２号は、人間としての尊厳が保たれながら育つことができるよう、子ども自身やその家族

の国籍、民族、性別、セクシャリティー、障がい等を理由として、差別や不当な扱いを受けな

いことを規定しています。 

第３号は、子どもの心に深い傷を与える重大な権利の侵害である虐待、いじめ、犯罪等から

精神的にも肉体的にも守られなければならないことを規定しています。特に、虐待及びいじめ

については、子どもにとって身近な存在から受けることが多く、その後の子どもの成長に大き

な影響を及ぼすおそれがあることから、これらのあらゆる暴力等を受けず、放置されないこと

を権利として明らかにしています。 

第４号は、大人が子どもの気持ちや考えに耳を傾け、子どもにとっての最善の利益となる選

択肢を提示することで、子どもが自らに自信を持ち、自らを肯定的に捉え、自尊感情（自己肯

定感）を持ち、成長していくことを規定しています。 

第５号は、病気やけがをした際には、その回復に向けた適切な治療を受けられるよう配慮さ

れることを規定しています。特に、明確な意思表示ができない乳幼児は、保護者による適切な

健康管理が不可欠であり、命が守られることにもつながります。 

第６号は、プライバシーや名誉の侵害は、子どもの自尊心を傷つけ、自信をなくしたり、自

分を否定的にとらえたりする要因ともなることから、プライバシーや名誉が守られることが大
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切であることを規定しています。 

第７号は、子どもが自分の心と身体を守るために、必要な情報や対処法を学ぶことができる

ことを規定しています。 

 

（豊かに育つ権利） 

第７条 子どもは、豊かに育つために、次に掲げる権利が保障されなければなりません。 

（１）たくさんの愛情を受け育まれること。 

（２）学び、遊び及び休息すること。 

（３）必要な教育が受けられ、学びたいことを学ぶ機会が得られること。 

（４）多様な価値観を持つ人と触れ合い、たくさんの体験や経験ができること。 

 

【趣旨】 

本条は、豊かに育つために保障される権利を、第１号から第４号までに掲げて、その権利の

具体的な内容を定めています。 

【解説】 

第１号は、子どもが、豊かに育つためには、愛情を受けることが大切であることを規定して

います。保護者だけではなく、地域で関わりを持つ人たちすべてが愛情を持って子どもに接す

ることで、子どもは、いきいきと育つのです。 

第２号は、学ぶことと、遊ぶことは密接な関係があり、年齢に適した遊びや学びを通して、

多くの経験をすることで、身体的、精神的、そして社会的に成長することができるということ。

また、休息があるからこそ、質の高い遊びと学びを生み出すことができるということを規定し

ています。 

第３号は、必要な教育と学習の機会が得られることが、子どもの考える力を育み、自信を持

っていきいきと生きることにつながるということを規定しています。 

第４号は、世代、性別、人種、国籍などが異なる様々な人々と触れ合い、たくさんの体験と

経験をすることで、心の成長につながること。また、人々との交流だけでなく、異文化と触れ

合い、子どもと子どもを取り巻く社会との接点を増やすことで、子どもの成長が促進されるこ

とを規定しています。 

 

（地域社会に参加する権利） 

第８条 子どもは、地域社会に参加するために、次に掲げる権利が保障されなければなりませ

ん。 

（１）年齢及び発達にふさわしい活動の機会が得られること。 

（２）仲間を作り、仲間と集うこと。  

（３）自分の意見を表明し、その意見が尊重されること。 

 

【趣旨】 

 本条は、地域社会に参加するために保障される権利を、第１号から第３号までに掲げて、そ

の権利の具体的な内容を定めています。 
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【解説】 

第１号は、子どもは、その時の年齢や発達にふさわしい活動の機会が得られることにより、

社会に参加し、自主的に様々な役割を果たすことができるということを規定しています。 

第２号は、既存のものに参加するだけでなく、子ども自らが仲間をつくり、集まって企画し、

実施できることが重要であるということを規定しています。ここでの「仲間」とは、大人の仲

間も含まれます。たとえば、スポーツ団体やボランティア団体、子ども会などの地域活動への

積極的な参加を経験することで、豊かに成長及び発達をすることができます。 

第３号は、子どもが社会性を持ち、自立していくためには、あらゆる場面において、自分に

関わりのあることについて、意見を表明することができ、その意見が尊重されることが大切で

あることが規定されています。そのためには、周囲の大人の配慮が欠かせません。ただし、子

どもの主張する意見がすべて認められるわけではなく、年齢や発達の段階によっては、子ども

の最善の利益を考慮し、子どもの意見が受け入れられないこともあります。その際、大人は子

どもに対し理由を丁寧に説明する必要があります。 

 
第３章 子どもの権利の保障するための責務 

 （共通の責務） 

第９条 市、保護者、子どもが育ち学ぶ施設の関係者（以下「施設の関係者」といいます）、地

域住民等及び事業者は、子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちづくりを進めるため

に、連携し、及び協働するよう努めなければなりません。 

 

【趣旨】 

本条は、子どもの権利を保障するために必要な、大人に共通する責務について規定していま

す。 

【解説】 

 子どもは、地域社会の一員であることから、その健やかな成長には家庭はもとより、地域、

学校、企業、行政など地域社会全体が、それぞれの役割を担いながら、相互に連携して、子ど

もや子育てを支援する取り組みを進めていくことを規定しています。 

 

（市の責務） 

第１０条 市は、子どもの権利を保障し支援するため、子どもの支援に関する施策を実施しま

す。 

２ 市は、子どもの支援に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置その他の措置を講

じます。 

３ 市は、保護者、施設の関係者、地域住民等及び事業者が、それぞれの責務を果たすことが

できるよう、必要な支援を行います。 

４ 市は、子どもの安全及び健やかな成長が守られるよう、子どもが育ち学ぶ施設その他子ど

もにかかわる機関との連携体制の構築に努めます。 
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【趣旨】 

本条は、市の責務を明確にし、市が主体となって取り組んでいくことを規定しています。 

【解説】 

第１項は、市が子どもの権利を保障し支援していくために、子どもの支援に関する施策を実

施していく責務があることを規定しています。 

第２項は、市が第１項の施策を実施していくため、財政上の措置その他必要な措置を講ずる

責務があることを規定しています。 

第３項は、保護者、施設の関係者、地域住民等及び事業者が、互いに協力し、それぞれの責

務を果たすことができるよう、市が必要な支援を行う責務があることを規定しています。 

第４項は、市が学校等や子どもにかかわる機関との連携体制の構築に努める責務があること

を規定しています。 

 

（保護者の責務） 

第１１条 保護者は、子どもの健やかな成長に関する第一義的な責任者であることを認識し、

愛情を持って子どもに寄り添い、子どもの年齢及び発達に応じた養育のために、必要な環境

を整えるよう努めなければなりません。 

２ 保護者は、いかなる理由によっても、子どもに対して虐待及び体罰を行ってはなりません。 

３ 保護者は、子どもが配偶者等から虐待を受けることがないよう、子どもを守ることを優先

し、必要に応じ関係機関等に支援を求めなければなりません。 

 

【趣旨】 

本条は、子どもの健やかな成長に最も重要な役割と責任を持つ保護者の責務について規定し

ています。 

【解説】 

第１項は、保護者が子どもの健やかな成長の第一義的な責任者であることを明確にし、子ど

もの心身の成長に欠かすことのできない愛情を持った温かな関係性の構築や、子どもの発達段

階に応じた適切な関り、必要な環境を整えるよう努めることを規定しています。 

第２項は、子どもにとって重大な権利の侵害である虐待及び体罰について、理由の如何を問

わず許されない行為であることを規定しています。 

虐待は、児童虐待防止等に関する法律（以下「法」といいます。）第２条で定義されており、

身体的虐待、性的虐待、養育拒否・怠慢（ネグレクト）、心理的虐待に分類されています。ま

た、体罰は、学校教育法第１１条で禁止されており、懲戒の内容が身体に対する侵害（殴る、

蹴る等）、肉体的苦痛を与える懲戒（正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる

等）に当たると判断された場合は、体罰に該当します。保護者は、子どもの人権についての理

解に加え、虐待及び体罰についても理解し、決してそれを行ってはなりません。 

第３項は、配偶者等からの子どもへの虐待があった場合は、子どもを守るために行動しなけ

ればならないことを規定しています。配偶者等とは、戸籍上の繋がりの有無に関わらず、子ど

もと生活を共にするなど、子どもに対して虐待を行うことが可能な状態にある者を指します。

子どもを守ることを最優先に考え、国や地方自治体、児童相談所、警察、NPO 法人等の支援機
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関に、自ら助けを求めることが重要です。 

 

（子どもが育ち学ぶ施設の関係者の責務） 

第１２条 施設の関係者は、子どもの個性を尊重し、子どもが自らの権利を正しく理解し、他

者の権利を尊重できるよう、支援に努めなければなりません。 

２ 施設の関係者は、虐待、いじめ及び犯罪についての相談、救済及び防止のために必要な措

置を講じるとともに、これらの解決のため各関係機関との迅速な連携を図らなければなりま

せん。 

３ 施設の関係者は、保護者及び地域住民等に対して施設の運営等に関する情報提供を行い、

意見を聴き、及び協力を受け、開かれた施設となるよう努めなければなりません。 

４ 施設の関係者は、一人一人の子どもの立場に寄り添い、子どもが自分の意見を表明できる

ように努めるとともに、子どもの異変に気づくよう努めなければなりません。 

５ 施設の関係者は、市が実施する子どもに関する施策に協力するよう努めなければなりませ

ん。 

 

【趣旨】 

本条は、子どもの権利を保障するために必要な、子どもの育ちや学びに大きなかかわりを持

つ「子どもが育ち学ぶ施設の関係者」の責務について規定しています。 

【解説】 

第１項は、施設の関係者は、子どもが自分と他者の権利を理解するとともに、お互いの個性

を尊重できるよう支援することを規定しています。 

第２項は、施設の関係者は、虐待、いじめ及び犯罪について、防止及び早期発見に努めると

ともに、解決にあたっては関係機関（市、子ども発達支援センター、児童相談所、警察等）と

連携を図らなければならないことを規定しています。 

第３項は、施設の関係者は、施設内だけで物事を決定するのではなく、学校評議員やＰＴＡ、

地域住民等と連携しながら、子どもにとって必要な支援に努めなければならないことを規定し

ています。 

第４項は、施設の関係者は、一日の多くの時間を子どもと過ごすことを鑑み、常に子どもの

目線に立って、子どもの意思をないがしろにしないよう努めること、また、子どもの体調や心

の状況に目を配ることを規定しています。 

第５項は、市が子どもの権利を保障していくためには、施設の関係者の協力が欠かせないこ

とから、その旨を規定しています。 

  

（地域住民等の責務） 

第１３条 地域住民等は、虐待、いじめ及び犯罪から子どもを守るため、安全で安心な地域づ

くりに努めなければなりません。 

２ 地域住民等は、子どもの気持ち及び考えが尊重される地域づくりに主体的にかかわるよう

努めなければなりません。 

３ 地域住民等は、子ども一人一人及び子育て世帯に対し、関心を持ち、見守り、及び働きか
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け並びに性別、国籍、障がい等を理由としたあらゆる差別がない地域づくりに努めなければ

なりません。 

４ 地域住民等は、市が実施する子どもに関する施策に協力するよう努めなければなりませ

ん。 

 

【趣旨】 

 本条は、子育てや子どもの育ちを支える担い手として、重要な役割を担う地域住民等の責務

について規定しています。 

【解説】 

第１項は、地域住民等が、虐待の早期発見や未然防止、暴力や犯罪の防止のための見守りを

するなど、子どもが安全で、かつ安心して過ごせる地域づくりに努めなければならないことを

規定しています。 

第２項は、子ども自身が地域の構成委員であることを自覚していくため、地域住民等が、地

域で開催される行事、会議、活動などに積極的に参加するとともに子どもの参加を促し、気持

ちや考えを発信する機会を設けることに努めなければならないことを規定しています。 

第３項は、地域住民等が子ども一人一人、また子育て世帯に対し、関心を持ち、見守り、働

きかけることにより、あらゆる差別がない地域づくりに努めなければならないことを規定して

います。 

第４項は、地域住民等が、子どもを取り巻く情勢に応じて変化する市の施策に対し、積極的

に協力するよう努めなければならないことを規定しています。 

 

 （事業者の債務） 

第１４条 事業者は、ライフ・ワーク・バランスの視点から子どもを養育する従業員が仕事と

子育てを両立できるよう、職場環境の整備に努めなければなりません。 

２ 事業者は、施設の関係者及び地域住民等が行う子どもの育成に関する活動に協力するとと

もに、子どもが健やかに育つための体験機会の提供に努めなければなりません。 

 

【趣旨】 

 本条は、子どもの権利を保障するために必要な事業者の責務について規定しています。 

【解説】 

第１項は、女性の社会進出や共働き家庭が増加している中、子育て家庭においては、「仕事

と子育ての両立」が求められるところであり、事業者は、子どもを健やかに育てるための配慮

に努めるとともに、結婚、出産をした従業員が働き続けることができる制度を整え、安心して

子育てができるよう職場環境の整備に努めなければならないことを規定しています。 

第２項は、事業者も地域社会の一員として、学校や地域の取り組みに協力し、職場体験など、

子どもが健やかに育つための体験及び機会の提供に努めなければならないことを規定してい

ます。 
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第４章 子どもの権利の保障 

（虐待及びいじめに対する取組） 

第１５条 市は、虐待及びいじめを防止するため、保護者、子ども、施設の関係者、地域住民

等及び事業者に必要な理解が広まるよう努めます。 

２ 市は、虐待及びいじめの早期発見に努め、通報を受け、又は発見したときは、速やかに対

応するとともに、虐待及びいじめを受けた者の状況に応じ、心のケア等適切な支援を行いま

す。 

３ 市は、虐待及びいじめを行った者に対し、面会、相談、指導その他の必要な措置を講じ、

再発の防止に努めます。 

 

【趣旨】 

本条は、子どもの権利の侵害の中でも、最も深刻な形の一つである虐待やいじめに対する取

組について規定しています。 

【解説】 

第１項は、虐待やいじめを防止するにあたり、子どもにかかわる多くの人が子どもの権利及

び、その侵害に当たる虐待やいじめの問題に対して理解をする必要があることから、市が理解

の促進を図ることを規定しています。 

第２項は、子ども一人ひとりに寄り添い、早期に異変に気づくように対策を講じるとともに、

被害にあった方の心のケアについて適切かつ丁寧な支援を行うことを規定しています。 

第３項は、虐待及びいじめが起こってしまった場合に、二度と同じことが繰り返されないよ

うに、対策を講じることを規定しています。 

「虐待及びいじめを行った者」とは、虐待及びいじめを主体的に行った者だけでなく、虐待

及びいじめを扇動した者や虐待及びいじめを傍観した者を含みます。 

 

（子どもの参加への支援） 

第１６条 市、施設の関係者及び地域住民等は、それぞれが実施する施策及び取組について、

子どもが参加し、又は意見を表明する機会を設けるよう努めるものとします。 

２ 市は、子どもが様々な体験及び学習を通じて、多様で豊かな経験ができる機会を設けるよ

う努めます。 

 

【趣旨】 

本条は、子どもの参加や意見表明の促進に関する取り組みについて規定しています。 

【解説】 

第１項は、市、保護者、施設関係者及び地域住民等がそれぞれの取組等の中で、子どもの気

持ちや考えを聞いたり、参加しやすい環境や機会の充実を図ることを規定しています。子ども

の意見表明を含めた社会参加は、子どもが、自分の存在を大切だと思えるような自己肯定感を

育み、高めていくとともに、社会の一員としての役割を果たしていくうえで重要な意味を持ち、

その推進は、子どもが地域への愛着を育み、次代を担う大人へと成長していくうえでも必要な

ことです。 
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第２項は、市は子どもの豊かな創造性や人間性、生きる力を育むために、子どもが自然、歴

史等に親しみ、又は文化、芸術等の様々な活動に参加する機会を確保するよう努めることにつ

いて規定しています。 

 

（子どもの居場所づくり） 

第１７条 市は、地域が子どもにとって多様な人間関係を通して豊かに育つための大切な場で

あることを考慮し、居場所の確保及びその存続に努めます。 

２ 市は、地域において、子どもが安心して過ごすことができる居場所づくりに努めます。 

３ 市は、子どもが交流する居場所づくりに当たって、障がい等の特別な事情がある子どもに

対し、必要な配慮を行うように努めます。 

４ 市は、子どもの居場所づくりに主体的に取り組む地域住民等及び事業者との連携を図り、

その支援に努めます。 

 

【趣旨】 

 本条は、物理的な居場所のみでなく、多様な人間関係が子どもの豊かな成長にとって大切で

あることを踏まえ、子どもの居場所づくりについて、市が支援を行うことを規定しています。 

【解説】 

第１項は、子どもが友達や様々な世代の方と触れ合い、また、自然に親しむなど多様な体験

をすることで豊かに成長できるよう、市は、その場の確保及び存続に努めることを規定してい

ます。 

第２項は、子どもが地域において安心できることが多様な人間関係や体験に親しむにあたっ

て大切となることから、市は、子どもが安心して過ごすことができる居場所づくりに努めるこ

とを規定しています。 

第３項は、市は、居場所づくりをする際に、その場が障がい等の特別な事情がある子どもに

も等しく触れ合いや体験の場となるよう、必要な配慮に努めることを規定しています。 

第４項は、地域における居場所が子どもの育ちの場、人間関係をつくる場となるため、市は、

子どもの居場所づくりに主体的に取り組む地域住民等及び事業者との連携を図り、また、その

支援に努めることを規定しています。 

  

 （保護者への支援） 

第１８条 市は、保護者が安心して子育てができるよう、子育て家庭に対し、妊娠期から子育

て期までの切れ目ない支援を行うよう努めます。 

２ 市は、地域住民等及び事業者と連携し、多様な保護者のニーズに対応するよう努めます。 

 

【趣旨】 

本条は、子どもの健やかな成長に第一義的な責任を持つ保護者が、その責任と役割を果たす

ことができるよう、市が支援を行うことを規定しています。 

【解説】 

第１項は、保護者が安心して子育てを行うためには、育児等への不安や悩みを解消する必要
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があること、また、妊娠期にも育児等への不安があることを踏まえ、子育て期だけでなく、妊

娠期から切れ目のない支援を行うよう努めることを規定しています。 

第２項は、保護者を支援するために、住民、市民団体、NPO 法人、事業者等、地域の様々な

主体と連携し、多岐にわたる保護者のニーズに対応するよう努めることを規定しています。 

 

（広報及び啓発） 

第１９条 市は、この条例の定める理念及び内容について、保護者、子ども、施設の関係者、

地域住民等及び事業者の関心及び理解を深めるため、広報活動及び啓発活動に努めます。 

 

【趣旨】 

本条は、すべての人が子どもの権利やそれぞれの責務について理解を深められるよう、広報

及び啓発活動に努めることを規定しています。 

【解説】 

保護者、子ども、施設の関係者、地域住民等及び事業者がこの条例に定める理念及び内容に

ついて理解を深められるよう、広報活動及び啓発活動に努めることを規定しています。 

 

第５章 子どもの権利に関する行動計画 

（行動計画） 

第２０条 市は、子どもに関する施策の推進に際し、子どもの権利の保障が総合的かつ計画的

に図られるために、○○市子どもの権利に関する行動計画（以下「行動計画」といいます。）

を策定します。 

２ 市長その他の執行機関は、行動計画を策定するに当たっては、子どもを含めた地域住民等

の意見を聴くものとします。 

 

【趣旨】 

本条は、市が行動計画を策定し、計画に沿って子どもの権利の保障を図っていくことを規定

しています。 

【解説】 

第１項は、子どもの権利の保障は、漏れなく網羅されなければならないため、子どもに関す

る施策の推進にあたり、市が子どもの権利に関する行動計画を策定することを規定しています。 

第２項は、本計画は子どものためのものであることから、市が行動計画を策定する際に、子

どもを含めた地域住民等の意見を聴くことを規定しています。 

 

（子どもの権利に関する施策の推進） 

第２１条 市の子どもに関する施策は、子どもの権利の保障に資するため、次に掲げる事項に

配慮し、及び推進しなければなりません。 

（１）子どもの最善の利益に基づくものであること。 

（２）教育、福祉、医療等との連携及び調整が図られた総合的かつ計画的なものであること。 

（３）保護者、施設の関係者及び地域住民等との連携を通して一人一人の子どもを支援するも
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のであること。 

 

【趣旨】 

本条は、市が子どもに関する施策を推進するにあたって配慮すべき事項を規定しています。 

【解説】 

第１号は、市は、子どもの目線に立って、子どもにとって最も利益となるよう施策を推進し

ていくことを規定しています。 

第２号は、子どもにかかわる分野が多岐にわたることから、それぞれが連携及び調整を図り、

総合的かつ計画的に施策を推進していくことを規定しています。 

第３号は、子どもを地域全体で支えていくためには、保護者、施設の関係者及び地域住民等

との連携が不可欠であることを明らかにしています。 

 

第６章 子どもの権利の侵害に関する相談と救済 

（子どもの権利擁護委員） 

第２２条 市は、子どもの権利の侵害に対して、その子どもの速やかで適切な救済を図り、

回復を支援するため、〇〇市子どもの権利擁護委員（以下「擁護委員」といいます。）を

置きます。  

２ 擁護委員は、３人以内とします。  

３ 擁護委員は、人格が高潔で、子どもの権利に関し、優れた識見を有する者のうちから市

長が委嘱します。  

４ 擁護委員の任期は、３年とします。ただし、再任を妨げるものではありません。  

５ 市長は、擁護委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認めるとき、又は職

務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない行いがあると認めるときは、その職

を解くことができます。  

 

【趣旨】 

本条は、「子どもの権利擁護委員（以下「擁護委員」といいます。）」を置くことについて、基

本的な事項を規定しています。 

【解説】 

第１項は、子どもの権利の侵害が、子どもの成長に深刻な影響を与えることを踏まえ、速や

かで適切な救済を図るため、相談から実際の救済、回復までを行う者として、擁護委員を置く

ことを規定しています。 

第２項は、擁護委員の定数を３人以内とすることを規定しています。 

第３項は、擁護委員の資格要件として、人格が高潔で、子どもの権利に関し優れた見識を有

する者とすることを規定しています。具体的には、教育関係者・児童福祉関係者・法曹関係者

等の専門的な知識や経験を有する者で人格に優れた者を予定しています。 

第４項は、擁護委員の任期を３年間とし、また再任を妨げないものとすることで、制度の安

定性や継続性等を担保しています。 

第５項は、擁護委員が心身の故障、職務上の義務違反など、一定の事由があると認めるとき
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は、市長が擁護委員を解嘱できることについて規定しています。なお、職務上の義務違反とは、

第２３条第３項の守秘義務違反等が該当します。 

 

（擁護委員の職務等）  

第２３条 擁護委員は、次のことをします。  

（１）子どもの権利の侵害に関する相談に応じ、必要な助言及び支援を行うこと。  

（２）子どもの権利の侵害にかかわる救済の申立て又は自らの判断に基づき、その子どもの

救済や回復にむけて調査、調整、勧告及び是正要請を行うこと。  

（３）前号の勧告又は是正要請を受けてとられた措置の状況についての報告を求めること。  

２ 擁護委員は、必要に応じ、前項第２号の勧告及び是正要請並びに同項第３号に規定する

措置の報告を公表することができます。  

３ 擁護委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはいけません。その職を退いた後

も同様とします。  

 

【趣旨】 

本条は、擁護委員が取り組む職務と、守らなければならない事項について規定しています。 

【解説】 

第１項は、擁護委員の職務等について、第１号から第３号にその内容を規定していることを

示しています。擁護委員は、救済に向けた一連の動きを行うことで、子どもの権利侵害に関わ

る機関や部署をまたぐことで生じる支援の途切れ等を防ぎ、迅速かつ実効性のある支援を行う

ことを求められます。 

第１号は、擁護委員は、子ども又はその関係者からの相談に応じて、救済を図り、権利の回

復のための助言や支援を行うことを規定しています。具体的には、電話相談や面接相談などに

より、共に問題解決の道を探ります。 
第２号は、擁護委員の職務として、子どもの権利の侵害に関する救済の申出又は自己の発

意に基づき、調査、調整、勧告及び是正要請ができることを規定しています。書面又は口頭

による申出があった場合のほか、マスコミの情報や相談を受ける過程での情報などを基に擁

護委員の自己の判断により調査等を行います。 

第３号は、擁護委員は、是正措置の勧告や改善の要請等を行ったとき、対応の結果や改善

の状況について報告を求めることを規定しています。 

 第２項は、擁護委員の職務として勧告や是正要請、措置の状況について求めた報告の内容を

公表することができることを規定しています。公表にあたっては、子どもの最善の利益を考慮

し、内容の重要性及び必要性等を総合的に判断し、慎重に行わなければなりません。 

 第３項は、擁護委員が個人の秘密に関する事項を扱うことから、子どもを含めた市民からの

信頼を得るため、守秘義務を規定しています。特に権利を侵害された申立人は、申立ての内容

をできるだけ他人に知られたくなかったり、申立てに対して逆恨みをされる可能性があったり

するため、十分な配慮が必要です。 
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（勧告などの尊重） 

第２４条 前条第１項第２号の勧告及び是正要請を受けた者は、これを尊重し、必要な措置

をとるよう努めなければなりません。  

 

【趣旨】 

 本条は、擁護委員から勧告や是正要請を受けた時の対応を規定しています。 

【解説】 

擁護委員から勧告及び是正要請を受けた者は、その内容を真摯に受け止め、必要な措置を講

ずるよう努めることを規定しています。擁護委員は、法的な強制力を有していませんが、その

職務の実効性をできる限り担保する必要があることから、擁護委員から勧告及び是正要請を受

けた者は、その内容に対し対応をする努力義務を負うことを定めています。 

 

（救済及び回復のための連携）  

第２５条 擁護委員は、子どもの権利の侵害について、その子どもの救済及び回復のため

に関係機関及び関係者と連携を図ります。  

 

【趣旨】 

本条では、擁護委員が子どもの救済にあたって必要となる関係機関との連携について規定し

ています。 

【解説】 

子どもの権利の救済及び回復に当たっては、擁護委員が単独で行動するのではなく、関係機

関や関係者と連携を図ることが何よりも重要です。この関係機関や関係者とは、子どもの保護

者及び施設の関係者、地域住民、事業者など、当該子どもにかかわる、すべての機関や人物を

指します。 

 

（擁護委員に対する支援及び協力）  

第２６条 市は、擁護委員の独立性を尊重し、その活動を支援します。  

２ 保護者、施設の関係者及び地域住民等は、擁護委員の活動に対して協力します。  

 

【趣旨】 

本条は、擁護委員の職務が円滑に行われるよう、市の支援と、保護者、施設の関係者及び地

域住民等による協力について規定しています。 

【解説】 

第１項は、市は、子どもが安心して相談し救済を求めることができるよう、擁護委員が市や

学校、地域の団体等のどれにも属さない、独立した第三者であることを尊重し、支援するよう

規定しています。 

第２項は、子どもの権利侵害に対する救済及び回復は、擁護委員だけで実現できるものでは

なく、保護者、施設の関係者及び地域住民等など子どもにかかわる、すべての大人の協力が不

可欠であることから、擁護委員の活動への協力について義務づけています。 
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（報告）  

第２７条 擁護委員は、毎年、その活動状況について、市長及び議会に報告するとともに、

広く市民にも公表します。  

 

【趣旨】 

 本条は、擁護委員の活動状況の報告について規定しています。 

【解説】 

擁護委員が市長や議会、広く市民に活動状況を報告することで、擁護委員の活動状況が把握

できるだけでなく、子どもが直面する問題やその現状に対して地域全体で共通認識を持ち、こ

の制度に対し、関係機関等や市民の理解と協力を得ると共に、子どもの権利保障への意識啓発

が図られることが期待できます。ただし、報告及び公表にあたっては、プライバシーを侵害す

ることのないよう充分に注意する必要があります。 

 

第７章 雑則  

 （委任） 

第２８条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。 

 

【趣旨】 

本条は、本条例の施行に関し必要な事項を、市長が規則等で規定することを定めたものです。 

【解説】 

 本条例の施行に関して必要な事項については、市長が規則、要綱等により別に規定すること

を定めています。 

 

 附 則 

この条例は、令和○年○月○日から施行します。ただし、第６章の規定は、公布の日から起算

して〇月を超えない範囲において規則で定める日から施行します。 

 

【趣旨】 

この条例の規定が、いつから効力を有するかを定める規定です。 

【解説】 

 附則には、本条例の施行期日に関する事項を定めています。 

 第６章以外の規定は、令和○年○月○日から効力が生じます。第６章の規定は、公布の日か

ら起算して〇月を超えない範囲において規則で定める日から効力が生じます。 
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〇〇市
子どもの権利条例
令和元年度 自治体経営研修 立法法務
令和元年12月12日（木）第２グループ発表

メンバー紹介

三鷹市 蕨 菜摘
国立市 石川 隆一朗
多摩市 宇佐川 幸紀
立川市 井上 果奈
羽村市 飯野 悠貴
八王子市 岡部 諒太

本日の内容
１ 現状と課題
２ 条例の必要性
３ 〇〇市の概要
４ 条例の解説
５ おわりに

１ 現状と課題

1-1 理想像

1-2 社会体制

1-3 課題
（１）引きこもり
（２）虐待
（３）貧困
（４）いじめ
（５）地域の希薄化

子どもが
いきいきと安心して
健やかに育つまち

1-1  理想像

1 2

3 4

5 6
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1-2  社会体制（条約、法整備）
S.22 児童福祉法
S.26 児童憲章
H.06 子どもの権利条約 批准
H.12  児童虐待の防止等に関する法律
H.15 次世代育成支援対策推進法
H.26 子どもの貧困対策の推進に関する法律
H.28 児童福祉法改正
H.31  東京都子供への虐待の防止等に関する条例

1-3  課題（１）引きこもり

1,912 2,366 2,565 2,731 2,944 3,226 

6,469 
7,164 7,514 7,887 8,442 8,762 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29

不登校児童・生徒数の推移

小学校
中学校

H29東京都調べ

1-3  課題（２）虐待①
児童虐待の相談対応件数の年次推移

H29厚生労働省調べ

73,802
88,931

103,286

122,575
133,778

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

H25 H26 H27 H28 H29

1-3  課題（２）虐待②

虐待事件の一例（H30・31）

●千葉県野田市 小学４年生女児

●東京都目黒区 ５歳女児

●福岡県田川市 １歳男児

1-3  課題（３）貧困

子どもの貧困率は13.9％（Ｈ28厚労省調べ）

約７人に１人の子どもが貧困

1-3  課題
（４）いじめの認知件数の推移

3,557 

13,948 

25,837 

3,255 

4,029 

5,017 

46 

145 

147 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度
小学校 中学校 高等学校

※H29東京都調べ

7 8

9 10

11 12
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H.28 児童福祉法改正
H.31  東京都子供への虐待の防止等に関する条例
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1-3  課題（２）虐待②

虐待事件の一例（H30・31）

●千葉県野田市 小学４年生女児

●東京都目黒区 ５歳女児

●福岡県田川市 １歳男児

1-3  課題（３）貧困

子どもの貧困率は13.9％（Ｈ28厚労省調べ）

約７人に１人の子どもが貧困

1-3  課題
（４）いじめの認知件数の推移

3,557 

13,948 

25,837 

3,255 

4,029 

5,017 
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145 
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20,000
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40,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度
小学校 中学校 高等学校

※H29東京都調べ

7 8
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1-3  課題（５）地域の希薄化

◆ 互助・共助意識の希薄化
◆ 学びや成⾧の機会の場の喪失
◆ お隣さんはだれ?状態

２ 条例の必要性

子どもがいきいきと
安心して健やかに育つまち

【現状と課題】
引きこもり・虐待・貧困・
いじめ・地域の希薄化等

◆ 理想と現実のギャップを埋める
◆ 子どもに関する施策を網羅する

３ 〇〇市概要

〇〇市
人口:165,000人（18歳未満 34,000人）
面積:25㎢
位置:多摩地域南部
特徴:都心から電車で約1時間のベッドタウン

地域のつながりが希薄

４ 条例の解説

13 14

15 16

17 18
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目次
前文
第１章 総則
第２章 子どもの大切な権利
第３章 子どもの権利を保障するための責務
第４章 子どもの権利の保障
第５章 子どもの権利に関する行動計画
第６章 子どもの権利侵害に関する相談及び救済
第７章 雑則
附則

子どもを尊重し
子どもにやさしい
夢を育むことの
できるまちへ

前文

第１章 総則

第１条 目的

〇〇市の
取組

子どもの
権利

子どもがいきいきと
安心して健やかに育つ

まちの実現

おとなの
責務

第２条 定義
子どもが育ち学ぶ施設

事業者

保護者子ども

地域住民等

第３条 基本的考え方
（１）子どもの幸せ第一!
（２）一人の市民として尊重
（３）年齢及び成⾧への配慮
（４）深刻な権利侵害から守る!

19 20

21 22

23 24
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目次
前文
第１章 総則
第２章 子どもの大切な権利
第３章 子どもの権利を保障するための責務
第４章 子どもの権利の保障
第５章 子どもの権利に関する行動計画
第６章 子どもの権利侵害に関する相談及び救済
第７章 雑則
附則

子どもを尊重し
子どもにやさしい
夢を育むことの
できるまちへ

前文

第１章 総則

第１条 目的

〇〇市の
取組

子どもの
権利

子どもがいきいきと
安心して健やかに育つ

まちの実現

おとなの
責務

第２条 定義
子どもが育ち学ぶ施設

事業者

保護者子ども

地域住民等

第３条 基本的考え方
（１）子どもの幸せ第一!
（２）一人の市民として尊重
（３）年齢及び成⾧への配慮
（４）深刻な権利侵害から守る!

19 20

21 22

23 24

第２章 子どもの大切な権利

第４条 子どもの権利の尊重

子どもたちの笑顔を守るためには?

◆ 自分らしく生きる権利
◆ 安全及び安心に生きる権利
◆ 豊かに育つ権利
◆ 地域社会に参加する権利

第５条 自分らしく生きる権利

個性の尊重

自己表現

安心できる
居場所

自己決定

第６条 安全及び安心に生きる権利
あらゆる差別を
受けないこと

虐待やいじめから
守られること

第７条 豊かに育つ権利

愛情 学び
・遊び

第８条 地域社会に参加する権利

◆ 年齢や発達に応じた活動の機会
◆ 仲間を作り、仲間と集うこと
◆ 自分の意見の表明・意見の尊重

25 26

27 28

29 30
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第３章
子どもの権利を保障するための責務

第９条 共通の責務

育ち学ぶ
施設地域

事業者

市

保護者

相互連携
・

協 働

社会全体で
子ども・子育て
を支援

第10条 市の責務

◆ 施策の実施

◆ 財政措置

◆ 連携体制の構築

第11条 保護者の責務

絶対に
ダメ！！

虐待・体罰愛情 環境整備

第12条 施設の関係者の責務

個性の
尊重

子ども
目線

開かれた
施設づくり

関係機関
との連携

第13条 地域住民等の責務

31 32

33 34

35 36
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第３章
子どもの権利を保障するための責務

第９条 共通の責務

育ち学ぶ
施設地域

事業者

市

保護者

相互連携
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協 働

社会全体で
子ども・子育て
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ダメ！！
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第12条 施設の関係者の責務

個性の
尊重

子ども
目線

開かれた
施設づくり

関係機関
との連携

第13条 地域住民等の責務

31 32

33 34

35 36

第14条 事業者の責務

*ライフ・ワーク・バランスの実現
*子どもの体験機会の提供

第４章 子どもの権利の保障

第15条 虐待及びいじめに対する取組

予防・早期発見・迅速な対応

第16条 子どもの参加への支援

意見

経験体験

学習

第17条 子どもの居場所づくり

安心

交流

配慮
連携・支援

第18条 保護者への支援

笑顔の子育てを
切れ目なく支援 地域全体で支える

37 38

39 40

41 42
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第19条 広報及び啓発

〇〇市子どもの権利
条例策定!

第５章
子どもの権利に関する行動計画

第20条 行動計画

行動計画
策定

施策の
推進

権利の
保障

第21条
子どもの権利に関する施策の推進

第６章
子どもの権利の侵害に関する

相談及び救済

第22条 子どもの権利擁護委員

3人以内、原則３年（再任可）

高潔で、優れた見識

独立性を有し、迅速に対応

人数
任期

人物

特徴

◆子どもの権利侵害の救済・回復を支援

43 44

45 46

47 48
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第23条 擁護委員の職務等
第24条 勧告などの尊重

• 相談対応、必要な助言・支援

• 調査、調整、勧告、是正要請

• 対応について報告を受ける、公表

◆ 勧告等を受けた者は、真摯に受け止め
必要な措置を講じるように努める

第25条 救済及び回復のための連携
第26条 擁護委員に対する支援や協力

子どもの権利の救済にあたっては
擁護委員だけではダメ!

◆ 関係機関との連携
◆ 学校・地域の協力
◆ 市は擁護委員の独立性を尊重し、支援

第27条 報告

市⾧

市民

議会

報告

公表

第７章 雑則

第28条 委任

〇 〇 市
子 ど も の
権 利 条 例

規 則
要 綱 等必要な事項

附則

〇〇市
子どもの権利条例 施行

第６章
子どもの権利擁護委員 施行

◆ 施行期日

〇月を越えない範囲

５ まとめ・今後の展望

49 50

51 52

53 54

第19条 広報及び啓発

〇〇市子どもの権利
条例策定!

第５章
子どもの権利に関する行動計画

第20条 行動計画

行動計画
策定

施策の
推進

権利の
保障

第21条
子どもの権利に関する施策の推進

第６章
子どもの権利の侵害に関する

相談及び救済

第22条 子どもの権利擁護委員

3人以内、原則３年（再任可）

高潔で、優れた見識

独立性を有し、迅速に対応

人数
任期

人物

特徴

◆子どもの権利侵害の救済・回復を支援

43 44

45 46

47 48
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〇〇市の
取組

子どもの
権利

おとなの
責務

普
及
啓
発
・

協
働
の
推
進

課題に対応するために

子どもがいきいきと
安心して健やかに育つ

まちの実現

ご清聴ありがとうございました!

55 56
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２グループ グループ演習記録 

１日目                            令和元年 8 月 2 日（金） 

１ 出席者 
★岡部（八王子市）、○井上（立川市）、蕨（三鷹市）、石川（国立市）、宇佐川（多摩市）、 
●飯野（羽村市） （●司会、○記録、★連絡調整）  

 
２ 今日のタイムスケジュール 

 ①自己紹介、役割分担 
 ②テーマの背景分析・問題点の把握 
 ③次回に向けて 

 
３ グループワーク実施内容 
テーマの背景分析・問題点の把握のため、理想と現実（現状）のギャップから、問題点の把

握及び背景分析を行った。 
 
 ① 理想像について 
 ●個性が尊重される 
  笑顔で過ごせる / 人との関りが持てる / 個性が尊重される / 違うことが認められる 
 ●必要な医療が受けられる 
  病気やけがの治療 / 医療機関の整備 
 ●保護者支援（仮）…金銭面、保育 
  親への支援 / 24 時間赤ちゃん見守り / 仕事を続けられる / 保育園待機児童なし 
 ●安心して遊べる場所 
  遊ぶ場所がある / 公園で遊べる / 自由にのびのび遊べる / 友達と遊ぶことができる  
 ●たくさんの愛情を受けて育つ 
  たくさんの愛情を受け、認められる / 親の愛情がある / 豊かな家族関係 
 ●危険なことから守られる 
  安心、安全（毎日） / 安心できる場所がある / 犯罪に巻き込まれない / 防犯確立   
 ●地域に育て、守られ、参加する 
  地域の見守り / 頼れる大人、地域 / 多世代交流 /商店と連携して買い物の練習 /  
  子どもが孤立しない / 色々なコミュニティに参加できる / インドア向け設備充実 
 ●いじめをしない、させない 
 ●その他 
  衣食住の安定 / 学ぶ機会が保証される / 子どもの貧困が解消される / たくさんの経験 
   / 試行錯誤しながら成長できる 
 
 ② 現状について 
 ●非行・少年犯罪 
 ●地域の希薄化による子育て世帯の孤立化 
  地域の希薄化 / 頼れる人が近くにいない / 育て世帯の孤立化 / 町内会加入率の低下 /  
  子どもと大人がかかわれる場所が少ない 
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 ●犯罪増加 
  犯罪・事故による生命の危機  / 不審者多数 
 ●遊びを創出する機会の低下 
  公園の遊戯の撤去 / 遊ぶ場所が少ない / 遊びを創造する機会の減少 / 子どもの体力の 

低下 
 ●虐待の増加 
  虐待による生命の危機、虐待の増加 / ネグレクト / DV / 児相の職員の見落とし /  
  虐待を未然に防ぐ方法の不足 
 ●いじめや引きこもり 
  いじめ（SNS 含む）、自殺 / 不登校 / 引きこもり 
 ●通学路の安全不足（ハード・ソフト面） 
  通学路の安全が確保されていない / 見守りが少ない 
 ●保育環境の整備不足 
  待機児童が多い / 保育士の不足 / 保育サービスの不充実 / 保育事故の増加 /  
  男性の育休取得率依然低い / 子育てでキャリアを断念 / 必要な情報がわかりづらい 
 ●障害児への対応不足 
  障害を持った子どもへの対応が不十分 / 障害児が住みにくい（バリアフリーへ） 
 ●子どもの貧困が顕在化 
  子ども理解の不足（地域・大人） / 権利を学ぶ機会が少ない /  貧困による衣食住の不 

足 /  
  貧困による学び・体験の機会の喪失 /子どもから相談を受ける場所がない 
 ●その他 
  授業についていけない / 差別による自尊心の低下 

 

４ 次回までの宿題 
  現状分析の根拠となるデータについて、分担して調べ、次回持ち寄る。 

 

５ 今後の方向性 

  ・各自根拠データを持ち寄り、それを基に背景分析・問題の把握を深める。 

  ・仮想自治体を設定し、自治体としての課題を明確にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●研修生 今日の感想（１日目） 

・話しやすいメンバーで良かった。結論を焦らずにじっくり議論していきたい。 

・課題の背景や問題点の分析に慣れていないことを痛感… 

・それぞれの立場からの意見が聞けて、とても有意義な初回となった。 

・皆さんいい人たちで良かった！ 

・このメンバーなら頑張れそう！！みんないい人！！ 

・難しいテーマだが、メンバーが良くてよかった。 
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２日目                           令和元年８月 22 日（火） 

１ 出席者 
  ★岡部（八王子市）、井上（立川市）、○蕨（三鷹市）、石川（国立市）、 

●宇佐川（多摩市）、飯野（羽村市）  （●司会、○記録、★連絡調整） 
 
２ 今日のタイムスケジュール 
 ① データに基づく背景分析 
 ② 仮想自治体の設定 
 ③ 仮想自治体の課題設定 
 ④ 骨子（案）の作成 
 
３ グループワーク実施内容 
 ① データに基づく背景分析（各自調べてきたデータを発表） 

内容 データ 考察 

子どもの貧困 

・問題は相対的貧困（進学率等に影響） 

・孤独を感じる傾向が強い。 

・子どもの貧困率 13.9％（厚労省） 

およそ７人に１人が貧困 

→前回 16.3％からは改善傾向 

・愛情不足、友達が少ない等、全

てが貧困といえるのではないか 

・非正規雇用の増加 

・貧困の連鎖（負のループ） 
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いじめ 

ひきこもり 

いじめ：41 万件（H29 文科省） 

32 万件（H28 〃 ） 

22 万件（H27 〃 ） 

不登校：小中 14 万件（H29 文科省） 

（毎年１万件の伸び） 

都 1.2 万件 

・伸び率については、社会的な関

心が高まりも大きく影響してい

る。 

・色々な対策を講じているが、子

どもが使えていないのでは？ 

・多様性の尊重 

・子どもの権利に関する啓発 

・SNS の発達 

交通安全 

小学生の歩行中の事故による死者重

傷者 572 人（H30）→H22 から半減 

中高生は自転車事故の割合が高い 

通学路のボランティア等の取組み 

・見守りが少ない 

・交通マナーの遵守 

・ハード面の整備不足 

地域コミュニ

ティの希薄化

による子育て

世帯の孤立 

・ほとんど住民付き合いがない 

45.1％（都 H20？） 

 理由：日中にその地域にいない・ 

人口異動・子どもの減少 

・子育て世帯（子どもがいる世帯）：

22.1％（1986 年 46.2％） 

・価値観の多様化、情報社会、プ

ライバシー意識、個人的な生活を

重視する傾向の高まり 

・地域への愛着の薄まり（親） 

・自治会への強制加入 

・コミュニティ意識の摩擦 

非行・犯罪 

・改善傾向 

29 万件（H1）→5 万件（H29） 

・家族との関係性などが影響 

・見守り体制 

・他人と接する機会の減少 

・家族関係の希薄化や親の愛情不

足 

児童虐待 

・相談状況 

全国 13 万件（H29）12 万件（H28） 

都 1.3 万件（H29）1.2 万件（H28） 

・心理的虐待が増加、面前 DV など虐

待の定義の広がり 

・死亡割合は０歳児が多い（望まない

妊娠等） 

・望まない妊娠、若年妊娠 

・知識不足や情報の錯綜 

・孤立 

・精神疾患 

・子どもがいえない 

・地域の無関心 

子どもの遊び

を創出する機

会の低下 

・メディアなどを利用する時間が多い

（H28 文科省） 

・８割弱の保護者は子どもに対しての

体験機会の重要性を認識している

が、時間や経済的な余裕がない状況 

・子どもの行動範囲が狭まり 

・筋力低下 

・遊びを知る機会がない 

・地域コミュニティの希薄化 

保育環境の整

備不足 

・都内の待機児童数 

 3,690 人（H31.4） 

 昨年度と比較して 1,724 人減少（利

用児童数は 15,409 人増加） 

・共働き世帯の増加 

・保育士不足 

・指導監査の強化 

・働き方改革 

・サービスの複雑化 
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障害児への対

応不足 

・相談件数は年々増加 ・バリアフリー（ハード面） 

・見守り 

・理解啓発 

 ＜背景＞・価値観の多様化の中で、子育てに対する環境や認識が変わってきている？ 
     ・「学校・家庭・地域社会」が子どもの学べる場→学校が保護者と地域住民を巻き込 
      む 
     ・家庭環境が変化、多様化 

→共働きにより、女性の負担の増加？ 
→個人主義、ゆとりのなさ、寛容さのなさ（無関心） 

     ・地域として子どもを育てていく責任 
 
 ② 仮想自治体の設定 

   人口規模：80,000 世帯（うち子育て世帯：20,000 世帯） 

        165,000 人（うち 18 歳未満人口：34,000 人） 

   特色  ：昼間人口が少なく、地域とのつながりや共通の価値観は希薄か皆無 

        ただし、特定目的のコミュニティはできやすい傾向もある 

        都心から電車で１時間、ベッドタウン 

 

 ③ 仮想自治体の課題設定 
   データに基づく背景分析から仮想自治体の課題を設定する。 
   →子どもの権利条約など既存の法令と地域の現状のすきまを埋めるような条例を！ 
   →子どもを取りまく環境の変化に地域社会が対応しきれていない。 
 
 ④ 骨子（案）の作成 
  ・権利 

自分らしく 
笑顔で生きる権利 

・安心して過ごせる居場所があること 
・ありのままの自分が認められること（個性の尊重） 
・自分のことを自分で決められること 
・自分の考えを表現できること 
・夢を持ち、やりたいことに挑戦できること 
・差別なくお互いを受け入れられること→義務？ 

守られる権利 

・虐待やいじめ、犯罪に巻き込まれないこと 
・困ったときに助けてもらえること（頼れる大人・相談できる

場所） 
・必要な医療が受けられること 
・命を大切にされること 
・安全・安心に過ごせること 
・プライバシーや名誉が守られること 
・孤立しないこと 
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豊かに育つ権利 

・自由にのびのび遊べること 
・たくさんの愛情を受け育まれること 
・様々な世代の人と触れ合い、たくさんの体験や経験ができる

こと 
・自分を権利について知る機会があること 

地域社会に 
参加する権利 

・色々なコミュニティに参加できること 
・地域への愛着・誇りを持つこと 
・地域の一員として認められること 

 
・責務 

基本理念 こどもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実現 

市 
・子どもへの支援に関する基本的かつ総合的な施策の実施 
・保護者、地域住民、学校等関係者等がそれぞれの責務を果た

すことができるように必要な支援を行うこと 

保護者 
・愛情をもって主体的に子どもの養育に努めること 
・第一義的な責任があることを自覚すること 

学校等関係者  
地域住民  
子ども  

公的機関 
（警察、保健所、児

相） 

 

その他 

（NPO 法人、社協、 
医療機関、事業者） 

 

共通 ・市の施策に対し協力すること 
 
４ 次回までの宿題 
  ・色々な自治体の条例を探してきて、事前に通読すること 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●研修生 今日の感想（２日目） 

・方向性があっているか不安になったが、活発な議論はできた。 

・道に迷いそうになったとき、講師の一言が道しるべに！ 

・お互いの考え方を尊重しながら、気持ちよくグループワークを進められている。 

・宿題けっこう大変… 

・時間が過ぎるのがあっという間、1 日は短い！！ 

・この 1 日で、前回より大分テーマへの理解を深められたと思う。 
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３日目                            令和元年９月３日（火） 

１ 出席者 
★岡部（八王子市）、井上（立川市）、蕨（三鷹市）、●石川（国立市）、 
宇佐川（多摩市）、〇飯野（羽村市）  （●司会、○記録、★連絡調整） 

 
 
２ 今日のタイムスケジュール 
  ①他自治体の類似条例検討 

  ②課題に対する対応施策検討 

  ③骨格（案）の検討 

 
３ グループワーク実施内容 
  ①他自治体の類似条例検討 

   各自調べた他自治体の条例を参考に検討 

 

  ②課題に対する対応施策検討 

責務の対象 課題 対応施策 

学校等関係者 
【要定義づけ】 

（案）学校の先

生 
幼稚園・保育園

先生・学童職員 

いじめ 
不登校 

・子どもの異変に気付くよう最大限努力する 
・いじめへの対応を迅速に 
・多様性の尊重 
・子どもたちを守るために各関係機関と連携 
・市の施策に協力 
・ひらかれた学校づくりをする 
・子どもが自分と他の人の権利を理解できるよう努める 
・子どもが自分の意見を表明し、相手の意見を受容でき

るよう努める 

地域住民 
交通安全 
子育て世帯の孤立 
非行、犯罪 

・子どもの安全を見守る 
・安心・安全なコミュニティづくりに努める 

→子ども・子育て家庭を受け入れる 
→隣の人の顔がわかる 
→子どもの意見が尊重される 
→子どもが主体的に地域に参加できるよう努める 
→地域住民が地域づくりに主体的にかかわる 
→地域の危険個所の情報共有に積極的に努める 
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責務の対象 課題 対応施策 

保護者 
子どもの貧困 
虐待 
非行、犯罪 

・愛情をもって主体的に子どもの養育に努めること 
・第一義的な責任があることを自覚すること 
・子どもが困っているときに寄り添う 
・子どもの意見を最大限に尊重する 
・子どもを危険から守る 
・子どもの教育・体験等学びの機会を阻害しない 
・社会生活の見本になるよう最大限努力する 
・虐待をしない 
・子どもが安らげる場所にするよう努める 
・多くの人との関りを持てる機会の創出に努める 

市 
全般 
保育環境の整備不足 

・市が一丸となって子どもの権利を守るためのあらゆる

施策を行う 
・常に最新の視点を持って施策の検討を行う 
・子どもが市から必要な情報を得て、自身の意見を表明 
できるよう努める 

・子どもへの支援に関する基本的かつ総合的な施策の実 

 施 
・保護者、地域住民、学校等関係者がそれぞれの責務を

果たすことができるよう、必要な支援を行う 

子ども 
いじめ 
権利侵害 

・自分の権利および相手の権利を理解し、侵害しない 
・地域に積極的に関わる 
・困った時・苦しい時に自分から発信する 
・自身の尊重、周囲の人間の尊重 
・いじめや差別がないよう努める 

市内の事業者 
子どもの貧困 
非行、犯罪 

・子どもを持つ親の働き方改革 
・守られるべき子どもの権利について周知・啓発に努め

る 
・学校等と連携し、子どもの体験の機会の提供に努める 

共通  
・市の施策に対し協力すること  
・各関係機関と連携 
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③骨格（案）の検討 

 

前文 
第 1 章 総則 
 目的 
 定義 
 基本理念 
  
第 2 章 子どもの権利 
 自分らしく笑顔で生きる権利 
 守られる権利 

豊かに育つ権利 
地域社会に参加する権利 
 

第 3 章 責務 
 学校等関係者 
 地域住民 
 保護者 
 市 
 子ども 
 市内の事業者 
 共通 
 
第 4 章 子どもの権利の保障 

虐待・いじめ 
子どもの参加 
子どもの居場所づくり 
保護者への支援 

 啓発・広報  
 
第 5 章 計画 
 行動計画 
 子どもに関する施策の推進（子どもの市政参画） 
 
第 6 章 子どもの権利の侵害に関する相談と救済   
 子どもの権利の侵害に関する相談と救済 
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施策 
子どもの権利の保障 
市は関係機関と協力して次の施策を実施する 

（虐待・いじめ） 
第〇条 市は、 
1 虐待・いじめの防止 
2 虐待・いじめの早期発見・救済 
3 虐待・いじめの再発防止 

（子どもの参加） 
第〇条 市は、子どもの主体的な参加を支援します。 
1 地域コミュニティへの参加 
2 体験・学習の場の提供 
3  

（子どもの居場所づくり） 
第〇条 市は、 
1 安心・安全で、自らの意見で交流できる場所を作る。 
2 障害児への配慮 

（保護者への支援） 
第〇条 市は、 
1 子育て世帯を支援するネットワーク作り 
2 子育て情報の提供 
3 保護者の居場所づくり（在宅保育など） 
4 子育て相談体制の充実 

 （啓発・広報） 
第〇条 市は、 
1 子どもが自身の権利について学ぶ機会を作る 
2 大人が子どもの権利について理解を深める施策を講じる 
 
第 6 章 子どもの権利の侵害に関する相談と救済  
（子どもの権利の侵害に関する相談と救済）  
第〇条 子どもや親等は、市に対し、子どもの権利の侵害について相談し、または権利の侵

害から救われるよう求めることができます。  
２ 市は、子どもの権利の侵害に関する相談について速やかに対応します。  
３ 市は、子どもや親等から救済を求められたとき、または子どもを救う必要があると判断し

たときは、適切な措置をとります。その際には、関係機関や関係団体と互いに連絡協力し合

います。 
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４ 次回までの宿題 
 ・第 3 章、第 4 章、第 5 章、第 6 章の骨子（案）の各項目を分担して作成する。 
  前文、第 1 章、第 2 章は次回 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４日目                            令和元年９月１９日（木） 

１ 出席者 
★〇岡部（八王子市）、●井上（立川市）、石川（国立市）、宇佐川（多摩市）、 

飯野（羽村市） （●司会、○記録、★連絡調整） 
 
 
２ 今日のタイムスケジュール 

（１）宿題の成果発表（各主体の責務、施策に関する条例案） 

●研修生 今日の感想（３日目） 

・議論が進み、だんだんと条例の形が見えてきた。 

・条例の骨子案までたどりつけて一安心。条例作成がゴールにならないよう注意。 

・通常業務が忙しく、なかなか研修に充てられる時間が確保できず申し訳ない。 

・リーダーはつらいな。 

・だんだん形になってくると達成感も出てきた。 

・方向性が見えてきたと思う。 
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（２）前文の検討 
（３）総則（目的・定義・基本理念）の検討 
（４）子どもの権利について検討 
（５）権利の救済について検討 

 
３ グループワーク実施内容 
 
（１）宿題の成果発表 

●各自が作成をした条例案について、意図の説明等を行ったうえで、以下の事項につい

て確認・検討をした。 
・大事なことは各条で内容が重複していてもいいのではないか。 

  ・子どもの意見表明や政策面での参画は入れてもよい。 
 
  

（２）前文の検討 
 ●前文については、既存の自治体も参考にしつつ、2 グループが今までの検討してきた子

どもをめぐる理想と現状（課題）及びそのギャップから、条例制定に至った経緯を書

くことにした。 
【前文の構成】 
 ① 子どもは未来への宝である・子どものあるべき姿を示す 
 ② 日本及び市の現状（「子どもの権利条約」を批准している） 
 ③ 課題（いじめ・虐待など）、子どもへの影響 
 ④ 解決のために条例を制定 
 
【全体の方向性】 
・条例の全体像としては、子どもでも伝わりやすいようにすることを意識し、表現は「で

すます調」とする。 
 
  

（３）総則（目的・定義・基本理念）の検討 
  ① 目的について 

⇒研修のテーマである「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実現」の文

言を取り入れ、設定をすることとした。 
 

② 定義について 
    ⇒・責務の対象となっている文言について、定義付けを行うこととした。   

・子どもにも伝わりやすいように、法令を根拠とせず、分かりやすい文言で統一す

ることにする。 
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③ 基本理念について 
   ⇒１日目に検討をした子どもの理想像をもとに設定 
 
 
（４）子どもの権利について 
  ●第２回で案を出した子どもの権利について再検討 

 
①「自分らしく笑顔で生きる権利」 

    ⇒ 各項に出てくる権利については、プラスの表現にする 
「差別されないこと」⇒「個性を尊重されること」 

      「夢をもち挑戦すること」⇒ 「自分のことを自分で決められる」に包括し削除 
                     夢を持つことは強制しない 

 
②「守られる権利」 

⇒ 受動的な表現なので「安全・安心に生きる権利」に変更 
⇒「孤立しないこと」は「困ったときに助けてもらえること」に内容を包括し削除 

           
    ・表現について、「様々な世代」 ⇒ 「多様な価値観」に変更することに 
     ※年代だけでなく、性別・国籍・思想などの多様性を意識した表現に 
 
 
（５）権利の救済について検討 

 
  ●権利の救済について必要だと思う内容について検討を行った。 
  ⇒・相談、調査、関係者間の調整、啓発活動、勧告、是正要請、報告、計画への提言など 
    
   その中で、以下の意見を基に「子どもの権利擁護委員（仮）」を設定することにした。 

・権利の侵害に対して即時対応ができるほうが良い ⇒ 委員会でなく委員とする 
   ・市で対応すると複数の部署にまたがりたらい回しになるかも？  

⇒ 外部の人で、そこだけで完結できるほうがよい 
・市の施策に対する提言を盛り込む（フィードバック） 
                              など 
 
 
【次回までの宿題】 
・条例案について体裁を整える（誤字の修正、ですます調への変更等） 
・内容の確認と修正 
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５日目                            令和元年10月16日（水） 

１ 出席者 
★岡部（八王子市）、井上（立川市）、●蕨（三鷹市）、石川（国立市）、〇宇佐川（多摩市）、 
飯野（羽村市）  （●司会、○記録、★連絡調整） 

 
 
２ 今日のタイムスケジュール 
  ①条例（案）の内容の再検討 
  ②条例（案）の講師からの講評と再検討 
 
３ グループワーク実施内容 
  ①条例（案）の内容の再検討 
   ●責務についての検討（語尾等の表現） 
    ・努めなければならないという表現が多い。 
     ⇒言い回しにより、義務の強度が変わる。 
      ～しなければならない  （強い） 
      ～するものとする     ↑ 
      ～努めなければならない  ↓ 
      ～努めるものとする   （弱い） 
 
    ・第 10 条の市の責務については語尾を「～します」で統一することで自主性を強める。 
      
    ・第 11 条保護者の責務について 
     ⇒保護者に対する責務はより義務付けを強くするか、保護者に対しての重責になる

ため義務付けまで求めないか。 
     ⇒3 項については義務付けでは強すぎるのではないか。 
     ⇒６項については「努めるものとする」という表現がよいのではないか。 
     ⇒義務付けの強さにより順番を並び替えた方がわかりやすいのではないか。3 項と 4 
      項の並び替え。 

●研修生 今日の感想（４日目） 

・議論のスピードが上がり、いい検討ができていると感じる。 

・色々な視点から意見を出し合えて、条例作成がゴールにならないよう注意。 

・欠席。 

・ある程度、形になってきたゾ。 

・条例を作るのは難しいけれども、１人でなく皆で意見を出しあうから安心して取り組

める！！ 

・文章の構成や語尾の言い回しなど勉強になった。 
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 ⇒1 項については弱い義務付けとしての表現で～整えるものとする。がよいか。 
 ⇒6 項と 7 項の並び替え。 
 
・共通の責務を大人の責務にして、子どもという表現を削除する、そのあとに 15 条の 

子供の責務を繰り上げて次の条とする。 
 

・12 条子どもが育ち学ぶ施設の関係者の責務 

⇒1 項は「努めなければならない」という表現に変更。 
⇒4 項を 2 項の前に順番を変更。 

 
・13 条地域住民の責務 
 ⇒2 項を先頭に、その他の項については「努めるものとする」という表現に変更。 
 ⇒4 項については削除し、内容を逐条解説に記載。 
 
・15 条子どもの責務 
 ⇒1 項は義務付けではなく、弱い義務付けが努力義務か？ 
 ⇒3 項は「いじめや差別をしてはいけません」にわかりやすく。 
 ⇒2 項「困ったとき苦しいとき→困難な状況に陥った際」「自分から→自ら」 
  

   ●上記検討を踏まえ、内容を反映させるかどうかは講師からの講評次第で判断すること 
とした。 
 

②条例（案）の講師からの講評 
●講師から条例（案）の講評をいただき、ご指摘をいただいた部分についてグループで 

再検討を行った。 
 
・前文及び各条の主な講評 
 前文 
  「すべての子どもには、生きる、守られる、育つ、そして参加する権利があり、 

これを大切にすることを約束しました。」の部分は子どもの権利条約を参考にし 
いる部分であると思われるが後述の条例の権利の文言と合わせた方がよいので 
はないか。 

 
 
 

 
 
    
   

【グループ再検討結果】 
第２章の権利の表現に合わせることとした。 
「すべての子どもには、自分らしく生きる、安全及び安心に生きる、豊かに育つ、

そして地域社会に参加する権利があり、これを大切にすることを約束しました。」 
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第１章 総則 
第１条 目的 
 条例の目的規定については作りが３パターンくらいで決まっているものになって

いるため、どのパターンにするか検討した上で表現を修正すること。 
 

 
 
 
 
 
 

第２条 定義 
第３条 基本理念 

      第３条について、見出しは基本理念となっているが中身については基本的な考え 
方になっており、整合性が取れていない。 

 
 
 
 
 内容について重複するものについては削除してもよいのではないか。 
 
第２章 子どもの大切な権利 

     第４条 子どもの権利の尊重  
      正しくは子ども一人ひとり→子ども一人一人であるが内容的に重複があるため削 

除してもよいのではないか。 
 
第５条 自分らしく生きる権利 
 「安心して過ごせる居場所があること。」というのは伝わりづらいため、「安心で 
きる場所で自分を休ませ、及び余暇を持つこと。」という表現の方がよいのではない 
か。 
 
 「自分のことを自分で決められること。」だけであると分かりづらいため、前に「発 
達に応じて」を加えた方がよいのではないか。 
 
第６条 安心・安全に生きる権利 
 安心と安全とどちらの文言を先にするか、他の自治体では圧倒的に安全を最初に 
定めているがなにか意味があって安心を最初に持ってきているのか。 
 
 

【グループ再検討結果】 
 表現をシンプルにし、以下のとおり表現を変更。 
「この条例は、子どもの権利の保障に関する基本的事項を明らかにすることによ

り、子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちを実現することを目的としま

す。」 

【グループ再検討結果】 
 見出しと中身を基本的な考え方に統一することとする。 

【グループ再検討結果】 
 安全を最初に持ってくる表現で統一をする。 
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第７条 豊かに育つ権利 
      「自由にのびのび遊べること」という表現は漠然としすぎている、「学び、遊び及 

び休息すること。」という表現の方が分かりやすいのではないか。 
 
     第８条 地域社会に参加する権利 
      １号２号について、現状だと意味を理解することが難しいため、表現を子どもで 

も分かりやすい表現にするように検討した方がよい。 
 
 
 
      

第３章 子どもの権利を保障するための責務 
第９条 共通の責務 
 子どもが育ち学ぶ施設の関係者はその後も何度も登場する文言であるので、後ろ 
に「（以下「施設の関係者」といいます）」をつけることで省略をする方がよい。 
 
 条文中で「子ども等」となっているがなぜ等をつけているか意味があれば説明を 
できるようにしておく必要がある。また、最後が等で終わる場合は「及び」ではな 
く「、」を使用する必要があるためそこにも留意する必要がある。 
 
 
 
 

 
     第１０条 市の責務 
      ４項で「それぞれの責務を果たすことができるよう、必要な支援を行わなければ 

なりません」とあるが、主体が市となるため、文末の表現について検討した方が 
良い。 

  
 
 
      
     第１１条 保護者の責務 
       全体として、一つの条で８項までは条文の作りとして多すぎる、１項、２項、 

８項については絶対に必要であるが、３項～７項については条例にするには内容 
が細かすぎるのではないか。 

  第１項について、「子育てに第一の責任を持つものとして自覚をもち」の部分に 
ついて表現を検討すること。 

  ２項の「子どもが配偶者等から虐待を受けることがないよう、子どもを守るこ 

【グループ再検討結果】 
 １号については「年齢や発達にふさわしい活動の機会が得られること。」、２号に

ついては「仲間を作り、仲間と集うこと。」という表現に改めた。 

【グループ再検討結果】 
 等は他に該当する者が漏れないようにつけたものであり、特定の者を想定したわ

けではないため、削除することとする。 

【グループ再検討結果】 
 「それぞれの責務を果たすことができるよう、必要な支援を行います。」に変更。 
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とを優先し、必要に応じ関係機関等に支援を求めなければなりません。」の部分は 
別の項として、新たに分けたほうがよいのではないか。 

 
 
 
 
 
 
 
     第１２条 子どもが育ち学ぶ施設の関係者の責務 
      １項のみ文末が「努めます」になっているため統一させたほうが良いのではない 

か。 
 
     第１３条 地域住民の責務 
      定義の際に「地域住民等」と定めているため、等をつけた方がよい。 

２項、４項の内容が現状のままでは理解できないため、内容を分かりやすく修正 
する必要がある。 

 前の条では５項として、市の施策への協力の内容を定めていたが本条で定める必 
要はあるか検討した方が良いのではないか。 

 
 
 
 
 
 

 
      
     第１４条 事業者の責務 
 
     第１５条 子どもの責務 
      全国の自治体でも子どもの責務を定めている団体は少ない、あえて定める必要性 

があるのか、あるのであればしっかりと考えを整理した方が良い。 
 
 
 
 
第４章 子どもの権利の保障 
第１６条 虐待及びいじめに対する取組 
 １項で「市民」という単語が初めて出てきたが定義がされていない、この市民と 

【グループ再検討結果】 
 ３～７項については内容が細かいため削除し、逐条解説にて説明を行う。 
 １項については「子育てに第一の責任を持つものとして自覚をもち」を「子ども

の健やかな成長に関する第一義的な責任者であることを認識し」に変更する。 
 ２項の該当部分を３項として新たに項を創設する。 

【グループ再検討結果】 
 ２項を「地域住民等は、子どもの気持ちや考えが尊重される地域コミュニティづ

くりに主体的に関わるよう努めなければなりません。」に変更、４項については削除

する。 
 新たに４項として「地域住民等は、市が実施する子どもに関する施策に協力する

よう努めなければなりません。」と定める。 

【グループ再検討結果】 
 １５条については削除する。 
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はどういった者を示しているか再度検討する必要がある。 
 
 
 

 
      
     第１７条 子どもの参加への支援 
      １項について、何に参加するのかを明確にする必要があるのではないか。 
       
 
 
 
 
     第１８条 子どもの居場所づくり 
      １項について「地域が子どもにとって多様な人間関係を通して豊かに育つための 

大切な場であることを認識し 」の部分について、意味が伝わりづらいため、「～ 
を考慮し」等の形で書き換えたらどうか。 

 ３項について、内容を検討する必要があるのではないか。 
 
 
 

 
 
 
     第１９条 保護者への支援 
      ３～５項の内容について、重複する部分もあるため、内容を検討する必要がある 

のではないか。 
       
 
 
 
     第２０条 広報・啓発 
      ２項について、この条の内容には合わないのではないかと思われる。 
      ３項について、１項と内容が重複しているため検討が必要である。 
       
 
 
 
     第５章 子どもの権利に関する行動計画 

【グループ再検討結果】 
 「市民」を「保護者、子ども、施設の関係者、地域住民等及び事業者」と変更す

る。 

【グループ再検討結果】 
 １項については削除する。 

【グループ再検討結果】 
 １項について、「地域が子どもにとって多様な人間関係を通して豊かに育つための

大切な場であることを考慮し」に変更する。 
 ３項については削除する。 

【グループ再検討結果】 
 ３～５項については削除する。 

【グループ再検討結果】 
 ２～３項については削除する。 
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     第２１条 行動計画 
第２２条 子どもの権利に関する施策の推進 
第２３条 子どもの権利擁護委員会 
 ６項については必要がないため削除した方がよい。 
 
第２４条 擁護委員の職務等 
第２５条 勧告などの尊重 
第２６条 救済や回復のための連携 
第２７条 擁護委員に対する支援や協力 
第２８条 報告 
第２９条 提言 
 今回の擁護委員が計画を策定する委員なのであれば、提言を行うことも考えられ 
るが現状の場合は再考が必要であると考える。 
 
 
 

 
     第３０条 委任 
     附則 
      附則の規定は書き方がいくつか決まっている、特定のパターンを決めるようにす 

ること。 
       
 
 
 
 
 
４ 次回までの宿題 

 ●条例の章ごとに割り振りを決め逐条解説（案）の作成 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【グループ再検討結果】 
 ２９条については削除する。 

【グループ再検討結果】 
 「この条例は、令和○年○月○日から施行します。ただし、第６章は、公布の日

から起算して〇月を超えない範囲において規則で定める日から施行します。」に変更

する。 

●研修生 今日の感想（５日目） 

・講師から講評をいただき、条例のルール等の意識が甘かったと感じた。 

・駆け足の１日。条例作成の難しさを感じた。発表に向けても駆け足。 

・急にスピードアップした感じ。無事に終わるか不安になってきた。 

・宿題が多！！大変… 

・修正はたくさんあった、けれど完成は近いのでもう少し。 

・文章の構成や語尾の言い回しなど勉強になった。 
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６日目                            令和元年１１月１日（金） 

１ 出席者 
★岡部（八王子市）、井上（立川市）、蕨（三鷹市）、●石川（国立市）、宇佐川（多摩市）、 
〇飯野（羽村市）  （●司会、○記録、★連絡調整） 

 
 
２ 今日のタイムスケジュール 
 ①条例（修正案）について講師から講評を基に修正 

②逐条解説について検討 
③パワーポイントについて検討 

 
 
３ グループワーク実施内容 
①条例（修正案）について講師から講評を基に修正 

・前文：重複部分を削除、一部原案に戻す。 
・第 1 条：表記ルールに則った表現に。 
・第 13 条：「地域コミュニティ」の表現は分かり辛いため「居場所」に。 
・文言の統一：「自ら」→「自分」。「障害」→「障がい」。「や」→「及び」。 

  ・その他句読点等 

②逐条解説について検討 
  ・全体的な書き方を統一 
   →書き出し：「本条は、」で統一。 
   →項及び号の書き方を統一。 
  ・各条文について検討 

③パワーポイントについて検討 
 ・構成の検討 
 ・役割分担検討 
 
 

４ 次回までの宿題 
・各分担の逐条解説修正 
・各分担のパワーポイント作成 
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７日目                            令和元年11月12日（火） 

１ 出席者 
★●岡部（八王子市）、井上（立川市）、〇蕨（三鷹市）、石川（国立市）、宇佐川（多摩市）、 
飯野（羽村市）  （●司会、○記録、★連絡調整） 

 
２ 今日のタイムスケジュール 
 ①条例（修正案）について講師から再講評を基に修正 
②各自で作成したパワーポイントの内容について検討 
③発表当日の役割分担について検討 

 
３ グループワーク実施内容 
①条例（修正案）について講師から再講評を基に修正 
・「関わり」は「かかわり」に統一 
 

②各自で作成したパワーポイントの内容について検討 

③発表当日の役割分担について検討 
 ・１スライド１分を目安に！ 
 ・役割分担＆時間配分 
 【蕨】  オープニング～社会体制（スライド１～６） 

 【石川】 課題～〇〇市の概要（スライド７～14） 

 【宇佐川】条例の解説～第２章（スライド 15～24） 

 【井上】 第３章（スライド 25～31） 

 【飯野】 第４章・第５章（スライド 32～40） 

 【岡部】 第６章～おわりに（スライド 41～50） 

・スライド担当（前半：井上、後半：蕨） 

・質問担当（宇佐川、飯野、岡部） 

・追い質問（石川） 

 

 

●研修生 今日の感想（６日目） 

・時間的な焦りはあったが、条例の細かい文言まで検討できた。 

・条例案を完成させて発表用パワーポイントの骨子へ。何を伝えたいかもう一度考えよう。 

・宿題は山積みだけど、ゴールが少しずつ見えてきた感じがする。 

・パワポと逐条間に合うかな… 

・条例以外が大変。ほんとに終わるのか。 

・条例案が形となり、安心した。 
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７日目                            令和元年11月12日（火） 

１ 出席者 
★●岡部（八王子市）、井上（立川市）、〇蕨（三鷹市）、石川（国立市）、宇佐川（多摩市）、 
飯野（羽村市）  （●司会、○記録、★連絡調整） 

 
２ 今日のタイムスケジュール 
 ①条例（修正案）について講師から再講評を基に修正 
②各自で作成したパワーポイントの内容について検討 
③発表当日の役割分担について検討 

 
３ グループワーク実施内容 
①条例（修正案）について講師から再講評を基に修正 
・「関わり」は「かかわり」に統一 

②各自で作成したパワーポイントの内容について検討 

③発表当日の役割分担について検討 
 ・１スライド１分を目安に！ 
 ・役割分担＆時間配分 
 【蕨】  オープニング～社会体制（スライド１～６） 

 【石川】 課題～〇〇市の概要（スライド７～14） 

 【宇佐川】条例の解説～第２章（スライド 15～24） 

 【井上】 第３章（スライド 25～31） 

 【飯野】 第４章・第５章（スライド 32～40） 

 【岡部】 第６章～おわりに（スライド 41～50） 

・スライド担当（前半：井上、後半：蕨） 

・質問担当（宇佐川、飯野、岡部） 

・追い質問（石川） 

 

 

 

●研修生 今日の感想（６日目） 

・時間的な焦りはあったが、条例の細かい文言まで検討できた。 

・条例案を完成させて発表用パワーポイントの骨子へ。何を伝えたいかもう一度考えよう。 

・宿題は山積みだけど、ゴールが少しずつ見えてきた感じがする。 

・パワポと逐条間に合うかな… 

・条例以外が大変。ほんとに終わるのか。 

・条例案が形となり、安心した。 
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４ 次回までの宿題 
 ・発表担当部分の読み原稿作成＆時間配分調整 

 ・パワポ作成 

 

５ 今後の提出スケジュール等 

 ・パワポ＆条例 11/21（木）〆切 

 ・逐条解説＆感想文 12/26（木）〆切 

  →早めに提出すれば、講師に目を通してもらえるとのこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８日目                            令和元年12月12日（木） 

１ 出席者 
★岡部（八王子市）、井上（立川市）、蕨（三鷹市）、石川（国立市）、○宇佐川（多摩市）、 
飯野（羽村市）  （○記録、★連絡調整 ※発表会により司会はなし） 

 

●研修生 今日の感想（７日目） 

・パワポの内容が固まり、発表のイメージができてきた。 

・発表前最後の研修日、発表に向けてあと一歩。 

・みんなの協力体制がすごい。第２グループで良かったなあ。 

・なんとか大丈夫そう！とにかく宿題が多い！大変！ 

・パワポも完成まで少し！次が本番！！ 

・発表に向けて着々と進めていると思う。 
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２ 今日のタイムスケジュール 
① 発表会リハーサル 
② 講師からの講評 
③ 成果発表会・質疑応答 
④ 研修総括 

 
３ グループワーク実施内容 
① 発表リハーサル 

前回決定した役割分担から若干の変更を加え、リハーサルを行った。 
 【蕨】  オープニング～社会体制 

  【石川】 課題 

 【蕨】  条例の必要性～前文 

 【宇佐川】第１章～第２章 

 【井上】 第３章 

 【飯野】 第４章・第５章 

 【岡部】 第６章～おわりに 

・スライド担当（前半：井上、後半：蕨） 

・質問担当（宇佐川、飯野、岡部） 

・追い質問（石川） 

 

② 講師からの講評（水越講師、川田講師） 

発表内容について、自分の担当の終わりに「最後に」という言葉を使ってしまうと、発表

が終わってしまう印象を与えるため違和感があるという指摘をいただいた。 

 

③ 成果発表会・質疑応答 

リハーサルの際に発表時間に余裕がなかったため、発表内容についての調整と担当ごとの

持ち時間の再確認を行い本番の成果発表を行った。 

 

質疑応答について、以下の 3 点の質問に対して回答を行った。 

 

質問① 

1ｇはこども未来会議、2ｇは子どもの権利擁護委員といった違いがありますが、他の

グループの発表を聞いて、自分たちの強みはなんだと感じますか。 

 

回答① 

私たちが最も重視したのは迅速性です。私たちは、虐待に関するニュースの事例を発

表の中で上げたように、専門機関につなぐ際にもう少し市が早く動けていれば、また

関係機関に早く繋げていれば、事件を未然に防げたり、被害を最小限に留められたか

もしれない。と考えている。例えば、子育てに関する部署が窓口になった場合、多数
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の相談が窓口に寄せられた際に、専門外の問題は他の然るべき部署に回すことになる

が、市民にとっては盥回しにされていると感じる所もあるであろうし、子育ての関す

る部署の窓口職員にとっても、多数の相談の中で、問題を然るべきところに振り分け

ていくことが負担になっていると思います。 

その課題を解消するため、受け皿となる窓口を「子どもの権利擁護委員」という形に

一本化し、権利委員の行為を、市としての取り組みとすることで、条例を迅速かつ実

効性の高いものになるようにしたことが、強みだと考えております。 

 

質問② 

子どもにもっと社会参加をしてもらうためには、自治体はどのような取り組みを行う

べきと考えるか。 

 

回答② 

第 16 条及び第 17 条に規定しているとおり、子どもの考えを受け止めて、子どもが主

体となって活動できる子どもの居場所、つまり人間関係を構築できる場を作ることが

重要だと考えている。そのような場を作り出すために、市及び地域住民、事業者が連

携していくことが必要だと考えます。 

 

質問③ 

条例を作成することに当たり、意識した点は何か。及び条例策定の過程で最も苦慮し

た点は何か。 

 

回答③ 

この質問については、両方を回答するような形になります。今回子どもの権利条約策

定に当たって、様々な自治体の条例を参考にさせていただいたが、同じような内容に

なってしまいがちな所がある中で、全 8 回の研修の中で第 3 回までを課題と現状分析

に費やすことで、私たちが考える課題、その課題に対する取り組みというところを明

確にし、条例に反映するということを意識するよう進めました。 

その結果、既存の条例にないオリジナルな文言を入れることになったわけですが、講

師の助言のもと、何とか形にすることができました。 

 

④ 研修総括 

水越、川田両講師から、成果発表会の総括をいただいた後、事務局より報告書の作成等、

今後の作業についての説明があった。 
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●研修生 今日の感想（８日目） 

・発表がうまくいって良かった！今までの成果が出せたと思う。 

・発表が終わってほっとしました。第２グループメンバーのみんな、本当にありがと

う！！！ 

・お疲れ様でした！今日で最後と思うと、少しさみしい気持ち。 

・関わってくれた人たちに感謝･･･達成感がやばい！ 

・このメンバーで良かった。ありがとう。 

・事前準備ができていたこともあり、無事発表を終えられて良かった。 
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2 グループ 研修を終えて 

八王子市  岡部 諒太 

立法法務研修受講の打診を受けた際には、今まで条例に関わった経験がなく、また通常業務

の傍ら約５か月にわたる研修に参加することに対して、とても大きな不安を感じていましたが、

条例作成のプロセスを学ぶことは今後の役所人生の中できっと役に立つだろうと思い参加を

決めました。 

 条例を作成する中では、まず現状分析の重要性を学びました。グループワークを重ねる途中

には、早く条例やパワーポイントを形にしなければと焦りを感じる場面もありましたが、何の

ために条例を作る必要があるのか？課題に対応するために何を条例に盛り込むのか？などグ

ループで一つずつ合意形成を得ながら、じっくりと考える過程を踏めたことは、とても良い経

験となりました。また、自分たちの思いを成文化していく際には、細かい文言の使い方や、そ

の意味について講師の指摘を受けながら検討を重ねたことで、一見似たような条文でも様々な

思いが込められているのだと、改めて気づくことができました。 

 今回の研修を振り返ってみると、全８回では足りないくらいの内容が詰まっており、その作

業量の多さに負担を感じることも多々ありましたが、終わってしまえば大変な記憶も薄れるく

らいに達成感や充実感を得ることのできる研修でもありました。また、他自治体から集まった

メンバーからたくさんの刺激を受けながら、長期間交流できたことは、自分自身にとって大き

な財産になったと思いました。 

 最後になりましたが、今回の研修で終始暖かく見守りアドバイスを下さった川田講師・水越

講師、いろいろとサポートをしていただいた事務局の皆様、そして一緒に学ぶことができた第

２グループの皆には、改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。 

 

 
立川市  井上 果奈 

子どもに関する部署に所属していることから、人事課から打診を受け、本研修に参加するこ

ととなりました。ゼロから条例を作るという初めての作業、5 か月という長期間のグループ研

修、何より、最も苦手とする発表がある…人見知りとあがり症を抱える私にとっては、不安し

かない中でのスタートでした。しかし、研修を終えた今は、貴重な機会をいただけたことに感

謝しています。 
 この研修に参加して、理想と現実のギャップや、課題をじっくり考えるというプロセスを経

て条例が作成されること、また、その条例を通じて対外・対内的に広く市としての考え方を示

すことのできる有効な手立てだということを学びました。一方で、条例は市民や事業者などに

とって身近なものとは言い難い部分もあるため、条例作成と並行して、実際に条例をどのよう

に活用していくかという点について考えていくことも重要だと感じました。 
 2 グループは、それぞれに個性のあるメンバーが集まり、回を重ねるごとにグループとして

の関係性が深まっていったように感じます。また、それぞれのもつスキルやアイディア、知識

などが自然と引き出され、毎回有意義な研修となりました。 
 しかし、それでも行き詰まったり迷ったりすることも多くあり、その際は水越講師、川田講

師がくださるアドバイスが道しるべになりました。私たちを温かく見守り、そして力強く励ま

していただき、本当にありがとうございました。 
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 また、いつも快く研修に送り出してくれた職場の皆さん、私たち研修生に寄り添いサポート

してくださった研修所の河合さんと小笠原さん、そして立法法務研修を一緒に乗り越えてきた

2 グループの皆さん、4 か月間本当にありがとうございました！ 
 
 
三鷹市  蕨 菜摘 

 私は現在、子ども育成課にて、主に幼稚園に関する事務を担当しています。今回の研修は、

今年度のテーマが子どもに関するものであったことと、本年 10 月実施の幼児教育・保育の無

償化に伴う規則や要綱の制定・改正を控えていたことが大きな理由となり、参加させていただ

きました。 
 ４か月にわたる長期研修であり、研修外での作業量も多く、正直なところ、通常業務と並行

して進めていくのはとても大変でした。しかしながら、研修を終えて感じている達成感と充実

感は、この研修に参加したことを強く肯定するものになっています。 
 「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実現」という大きすぎるテーマに立ち向

かうにあたり、理想と現実の洗い出しから議論をスタートし、条例の必要性の確認、権利や責

務を一文ずつまとめていく作業は、条例の制定過程を学ぶとともに、担当業務をより広い視点

で捉えることのできる貴重な時間となりました。また、限られた時間内での議論の進め方や、

それぞれの強みを活かした役割分担、成果発表会でのパワポの効果的な見せ方やプレゼンの手

法など、今後の業務に役立つたくさんの知識を得ることができました。 
 常に暖かい目で見守り、ご指導くださいました水越講師、川田講師、本研修をサポートして

くださった河合さん、小笠原さん、また、業務多忙にも関わらず快く研修に送り出していただ

いた職場の皆さんに心より感謝申し上げます。そして、2 グループのメンバー。みんな本当に

優秀で、研修の度にたくさんのことを学ばせてもらいました。終始和気あいあいとした雰囲気

の中で、この研修に取り組めたのはみんなのおかげです。本当にありがとうございました！ 
 
 
国立市  石川 隆一朗 

指名を受け、自分の意思のないまま、漠然とプレゼンを目標とした条例作成のための研修だ

とイメージしながら受講しました。しかも、テーマが「子どもがいきいきと健やかに安心して

過ごせるまち」ということで、業務に関わる内容ではないため、とても不安でした。 
いざ研修が始まると、これはとても大変な研修に参加してしまったとすぐにわかりました。

しかし、同時に思ったことは、お二人の講師とグループのメンバー一人一人があたたかく、和

気あいあいとした雰囲気でいてくれたため、このメンバーなら協力し合って乗り越えられると

実感したことも事実でした。 
みんなで意見を出しあいながら、時には講師のご助言もいただき、条例の材料を少しずつ固

めていきました。当初はプレゼンまで 4 か月もあると感じていましたが、気付けば時が経つの

は早いもので、あっという間に研修最終日を迎えていました。最後の発表を終えると、何にも

変えがたい達成感と、講師やメンバーのみなさん、そして関わってくださったすべての方々に

対する感謝の気持ちでいっぱいになりました。 
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この研修を通して、条例の制定について実務的なことだけではなく、プレゼンテーションと

向き合う姿勢、そしてなによりチームで一つのものを作り上げていくことの大切さ、素晴らし

さを得ることができました。 
この研修は、決して一人では乗り越えることのできないものです。みんなで助け合いながら

進めていくもの。それは、今後、自分が市役所で業務を遂行するうえで、根幹にある考え方で

あると信じているし、決して忘れてはいけないことです。そんな、普段の仕事では気付けない

大切なことを改めて教えてくれたこの研修に心から感謝したいと思います。本当にありがとう

ございました。 
 
 
多摩市  宇佐川 幸紀 

 課長から打診があったこと、係長が本研修に以前に参加し、楽で他の自治体の人とも仲良くなれ

るという話をしてくださったことから受講を決めました。 
 情報に齟齬があり、全く楽ではない研修でしたが、最後にメンバーでの発表を終えた際の達成感

は今まで感じたことのないくらい大きなものでした。 
 条例の策定には膨大な作業が必要です。現状と背景の分析から始まり、そこから見えてくる課題

に対する取り組みを考え、文言に落とし込んで条例の形にしていく、言葉にすると短いですが一つ

一つがとても難しいものでした。 
 それでも最後まで研修をやり遂げることができたのはひとえにグループのメンバーに恵まれた

からだと思います。 

 私たちのグループが最初に決めたのは今後の議論の進め方ではなく、お互いの呼び方でした。普

段仲の良い友人に呼ばれている愛称で呼び合うことが私たちのスタートでした。方向性に悩んでも、

壁に直面しても、終始なんとも言えない居心地のいい雰囲気で笑顔も冗談も議論も絶えなかったか

らこそ、条例が形になったのだと思います。この 4 か月間があっという間だったのは、やることが

多かったこともありますが、本当に充実した時間を過ごすことができていたのだと思います。 

 条例の策定方法やプレゼンの手法、そしてチームで業務にあたることの大切さを教えてくれたこ

の研修に参加して本当に良かったです。 

 水越講師、川田講師、河合さん、小笠原さん、日々の業務がある中送り出してくれた職場の皆様、

本当にありがとうございました。 

そして 2 グループのみんな、このメンバーでよかったありがとう！ 

 
 
羽村市  飯野 悠貴 

立法法務研修受講の打診を受け、政策形成と条例作成について学べること、他自治体の方と交流

を図れることに興味を持ち、本研修に参加させていただきました。 
「子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実現」というテーマについて条例を作成する

ことは、子どもに関わる部署での経験がない自身にとっては大きな不安でしたが、メンバーの個性

や知識に助けられ、楽しく検討を進めることができました。 
検討を進めていく中で、悩んだり、立ち返ったりと、決して平坦ではない道のりでしたが、メン
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バーそれぞれが自身の知識や経験を活かして積極的に議論したことで、最終回まで着実に前進する

ことができました。また、情報の収集や資料の作成、プレゼンの練習など、研修以外にも時間を作

ってみんなで内容を検討したことで、一つの成果物を作り上げることができたのだと思います。 

今回の、この長いような短いような 4 か月間の中で、多くの自治体の条例を調べ読み解いたこと、

独自の言葉で内容を盛り込むため、法令文のルールを調べながら条文を作ったこと、そして、8 回

にわたる議論を通して他自治体の方と交流を持てたこと等々、今後に活きるたくさんの経験をさせ

ていただきました。 

ご指導いただきました水越講師、川田講師、本研修でお世話になりました河合さん、小笠原さん、

そして、2 グループのメンバーに、心より御礼申し上げます。ありがとうございました。 
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令和元年度 自治体経営研修「立法法務」 

 

 

研 修 資 料 
 

・ 研修時間割表 

・ 研修概要 

・ 成果発表会リーフレット 

 

 

 

 





9:00 9:15 12:15 13:15 16:30

9:00 12:15 13:15 16:30

9:00 12:15 13:15 16:30

9:00 12:15 13:15 16:30

9:00 12:15 13:15 16:30

9:00 12:15 13:15 16:30

9:00 12:15 13:15 16:30

9:00 12:15 14:00 16:30

同左

昼
休
み

同左

【法制執務面からの条例案チェック】
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

【グループ演習】
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

昼
休
み

同左

1日目

昼
休
み

同左

８月２日
（金）

オ
リ
エ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン

２日目

９月３日
（火）

４日目
９月19日
（木）

８月20日
（火）

【グループ演習】
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

同左
【グループ演習】
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

昼
休
み

３日目

６日目
11月１日
（金）

【グループ演習】
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

８日目
12月12日
（木）

７日目

研　修　時　間　割　表

研修室 ： 【グループ演習】　311研修室ほか　　【成果発表会】　階段研修室

令 和 元 年 度 自 治 体 経 営 研 修 「 立 法 法 務 」

【成果発表会】
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

【グループ演習】
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

昼
休
み

５日目

【講義】・政策形成過程と条例
        ・自治体立法概論
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

昼
休
み

【グループ演習】
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

昼
休
み

11月12日
（火）

【グループ演習】
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

【リハーサル】
元研修所特別講師　水越　寿彦
　研修所特別講師　川田　誠

昼
休
み

10月16日
（水）
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目標

向上能力

対象

日数 8日

時間 52:00

科　目　名 時間数

調査・研究 48:45

成果発表 3:15

講師

テーマ

テーマ趣旨

　日本の総人口の減少とともに生産年齢人口が減少している中、65歳以上の老年人口は増加している。
このことは、2015年に働き手2.3人で１人の高齢者を扶養していたのものが、2060年には1.3人で１人の
高齢者を扶養しなければならず、働き手１人に対する負担が増加していることを示している。
　このような状況下、14歳までの年少人口は減少しており、今後の日本社会を担う世代一人ひとりが背
負う期待や役割が相対的に増大していくと云える。しかし、少子化や核家族の進行、地域コミュニティ
の希薄化により、児童虐待やいじめ等、子どもの人権侵害の深刻化など、子どもを取り巻く環境が大き
く変化している。
　各自治体においては、保育施設の充実や母子保健業務の強化、子どもの学習支援や子ども食堂の運営
への助成など、子どもの成育、生活環境の向上を図るため様々な事業を展開しているところである。
　そこで、すべての子どもたちが、その持った可能性を均しく発揮できるように、どのように社会全体
で育てていくか、子どもの生活に密着した基礎自治体として目指すべき方向性を考え、効果的な施策を
条例化することを検討していく。

・自治体の現状と課題
・政策法務論
・グループによる調査、研究、条例作
成、報告書作成

講　　義
討　　議

子どもがいきいきと安心して健やかに育つまちの実現

実施科目

科　目　内　容 方　　法

元研修所特別講師　水越寿彦
研修所特別講師　川田誠

・研修成果の発表 発　　表

自治体経営研修

立法法務

・研修テーマとして設定された、自治体が直面している重要な政策課題に関する知識やその
課題解決のための政策形成と条例作成に関する知識の習得を図る。
・各種情報の収集、活用を行い、地域や組織に潜在する課題を発見し、条例により解決手段
を具体化する能力の向上を図る。
・長期間に及ぶ他自治体職員との交流により、人的ネットワークの形成と、危機意識や改革
意識の醸成を図る。

原則として在職５年以上の職員で、政策法務能力が必要とされる職員

研修日程
 8/ 2（金）、 8/20（火）、 9/ 3（火）、 9/19（木）、

10/16（水）、11/ 1（金）、11/12（火）、12/12（木）

政策形成、課題発見、情報収集・活用、課題解決、企画・政策立案、政策法務
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自治体経営研修

立法法務

研修所メッセージ

・設定されたテーマに対して、約４か月にわたってグループで調査、研究を行い、１つの条例を作成す
るゼミナール型の研修です。
・主な研修の流れとしては、自治体の置かれている現状と抱えている政策課題を分析し、そこから具体
的な政策を考え、課題解決の手段としての条例を作成します。
・条例作成の過程では、立法目的、立法事実を明確にした上で条例の内容検討へと進み、法制実務の経
験のある講師から整合性、適法性等の確認を受けて、条文を作り上げていきます。
・研修の進行状況により、研修生からの要望があり研修所が必要と認めた場合は、研修日程を追加する
場合があります。
・「政策形成能力の向上」、「法務能力の向上」、「他団体の研修生との強い絆」など日常業務だけで
は経験できない貴重なものを得ることができます。
・演習がメインの研修です。講師をアドバイザーとして、自分たちで進行方法を考え、調査、研究を進
めていくため、プロジェクト管理の手法も身に付けることができます。
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「立法法務」は、自治体をめぐる様々な政策課題の中から与えられたテーマについて、

全８回-４か月をかけて検討し、条例案を作成するゼミナール型の研修です。テーマを具体的な政

策に落とし込む政策立案と、それを実現するための条例作成という２つの大きな要素を併せもって

います。

多摩地域の各団体から集まった研修生が、テーマの背景・現状を分析し、地域の実情を踏まえ、

議論を重ねて条例案を作成しました。

研修生が力を合わせ、長期間に渡り考え抜いた条例案を発表します。

市町村職員のどなたでもお申込みいただけますので、ぜひご参加ください。

東京都市町村職員向け研修

令和元年12 月12 日(木)
14:00～16:20（開場 13:30）

階段研修室
東京自治会館 別館１階

お申し込みは、
所属団体の研修担当まで
お問い合わせください。

－ 152 －



研修生

東京都市町村職員研修所

少子化や核家族の進行、地域コミュニテ

ィの希薄化により、児童虐待やいじめ等、

子どもの人権侵害が深刻化するなど、

今日、子どもを取り巻く環境は大きく変化

しています。

すべての子どもたちが、その持った可能

性を均しく発揮できるように、どのように

社会全体で育てていくか、子どもの生活に

密着した基礎自治体として目指すべき方向

性を考え、効果的な施策を講じるための条

例づくりに取り組みました。

プログラム

14:00～14:10 （0:10） 担当講師より ～発表にあたって～

14:10～14:50 （0:40）
グループ発表  １グループ

『西多摩市子どもいきいき条例』

14:50～15:30 （0:40）
グループ発表  ２グループ

『〇〇市子どもの権利条例』

15:30～15:50 （0:20） 休 憩

15:50～16:10 （0:20） 質疑応答・意見交換

16:05～16:20 （0:10） 担当講師より ～発表を終えて～

※進行状況により時間に変更が生じる場合がございますので、予めご了承ください。

※発表のタイトルは令和元年 10月時点の内容です。当日変更になる可能性があります。

八 王 子 市 子ども家庭部子育て支援課 前之園 誠 八 王 子 市 学校教育部教職員課 岡部 諒太

東 村 山 市 健康福祉部介護保険課 嶋﨑 侑子 立 川 市 子ども家庭部子ども家庭支援センター 井上 果奈

国 立 市 政策経営部政策経営課 朝倉 悠介 三 鷹 市 子ども政策部子ども育成課 蕨 菜摘

武蔵村山市 市民部収納課 山口 裕基 国 立 市 国立市社会福祉協議会派遣 石川 隆一朗

瑞 穂 町 福祉部子育て応援課 田中 俊輔 多 摩 市 市民経済部課税課 宇佐川 幸紀

全国市長会 財政部 加藤 恵里香 羽 村 市 生涯学習部生涯学習センターゆとろぎ 飯野 悠貴

１グループ　  西多摩市子どもいきいき条例 ２グループ　  〇〇市子どもの権利条例
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あとがき 

 
この立法法務研修は、多くの研修生にとって未経験の条例立案の過程を、8 日間とい

う限られた日程で行うものです。当研修所で実施している研修の中でも、特に研修生の

たゆまぬ努力を必要とする研修です。今年度は「子どもが安心していきいきと健やかに

育つまちの実現」をテーマに実施しました。特に論点が多くなりうる広いテーマでした

が、研修生たちは、講師のアドバイスを受けながら、互いを尊重し合い、これまでの経

験や自分で調べた知識をもとに、協力して研修に取り組んだことで、順調に条例案を作

成することができました。 

 近年、子どもの貧困、児童虐待、いじめなど、子どもの人権侵害に関するニュースが

連日のように報道されています。地域の未来を担っていく子どもたちが生き生きと元気

に過ごせるまちを実現するために、自治体として何ができるのかを広い目で捉え、子ど

も食堂や学習支援などの一つの具体的な施策だけに捉われず、一人の人間の尊厳を守る

という視点で、条例を作ってほしいという思いが、今回のテーマに込められております。 

このようなテーマの範囲の広さが、逆に研修生にとって困難や苦労に繋がってしまっ

たかと思います。課題を発見し、解決する集中力と想像力、それらを支える積極性や向

上心、そして研修生間の交流やネットワークなどを、研修生の皆様が、日常の業務の中

ではなかなか得ることのできない財産として、今後の業務に活かし、さらなる飛躍を遂

げていただくことを願うばかりです。 

 研修最終日の成果発表会では、年末の多忙な時期にも関わらず、多くの方にお越しい

ただきました。参加された方々からは、「どちらのグループの発表も目的と内容につい

てとても分かりやすい説明をされていて参考になりました。」「今後当市において条例策

定が検討されており、非常にタイムリーな研修でした。」などのご感想をいただきまし

た。聴衆の前に立って発表を行い、その場で出された質問に対して即座に答える機会を

持てたことも、研修生にとって貴重な経験となったことと思います。 

 最後に、研修担当者として行き届かない面も多々あったかと思いますが、４か月にわ

たる研修を成し遂げた研修生各位、研修生を温かく送り出してくださった職場の方々、

そしてご指導いただいた両担当講師に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。 

 

令和 2 年 3 月          

東京都市町村職員研修所 教務課 

研修第一係 小笠原 悠人    

河合 勇貴    
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水越講師 川田講師 水越講師 川田講師
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