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第１条 この条例は、児童の権利に関する条約を基にして、
子どもの権利を守り、子どもの成長を支援するしくみなど
について定めます。
これにより、遠野市が、子どもの最善の利益を第一に考え
ながら、子どもの権利を保障することを目的とします。

第１条 この条例は、児童の権利に関する条約を基にして、
子どもの権利を守り、子どもの成長を支援するしくみなど
について定めます。
これにより、遠野市が、子どもの最善の利益を第一に考え
ながら、子どもの権利を保障することを目的とします。

第１章第１章 総総 則則
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第２条 この条例において「子ども」
とは、18歳未満の人をいいます。
ただし、これらの人と同じように
子どもの権利を持つことがふさわ
しいと認められる人も含みます。

第２条 この条例において「子ども」
とは、18歳未満の人をいいます。
ただし、これらの人と同じように
子どもの権利を持つことがふさわ
しいと認められる人も含みます。

本条例では子ども以外の者（人）の定義を掲げませんが、
条文で使用する用語の意義は次のとおりとします。

「保護者」とは、親及び里親その他親に代わり子どもを養
育する人をいいます。

「地域住民等」とは、地域の住民及び団体をいいます。
（「地域」とは、市域全体でなく、小学校区のエリアなど身
近な生活圏の範囲を想定してます。また、「団体」とは、地
域の活動団体のほか、地域の一員として事業者の活動を期待
していることから、地域住民等の中に事業者も含みます。

「学校等関係者」とは、学校、保育所、児童養護施設その
他子どもが学び、又は育つことを目的として通学し、通園し、
通所し、又は入所する施設に関係する人をいいます。（児童
福祉法（昭和22年法律第 164号）に規定する児童福祉施設、
学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する学校その他の
子どもが育ち、学ぶために入り、通い、利用する施設に関係
する人をいいます。）

本条例では子ども以外の者（人）の定義を掲げませんが、
条文で使用する用語の意義は次のとおりとします。

「保護者」とは、親及び里親その他親に代わり子どもを養
育する人をいいます。

「地域住民等」とは、地域の住民及び団体をいいます。
（「地域」とは、市域全体でなく、小学校区のエリアなど身
近な生活圏の範囲を想定してます。また、「団体」とは、地
域の活動団体のほか、地域の一員として事業者の活動を期待
していることから、地域住民等の中に事業者も含みます。

「学校等関係者」とは、学校、保育所、児童養護施設その
他子どもが学び、又は育つことを目的として通学し、通園し、
通所し、又は入所する施設に関係する人をいいます。（児童
福祉法（昭和22年法律第 164号）に規定する児童福祉施設、
学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定する学校その他の
子どもが育ち、学ぶために入り、通い、利用する施設に関係
する人をいいます。）
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第３条 この章に定める権利は、子どもにとって特に
大切な権利として保障されなければなりません。

第４条 子どもは、安全に安心して生きるために、主として次に掲げる権利が保障されます。
(1) 命が守られ、安全な環境で安心して生きること。
(2) かけがえのない存在として愛情と理解をもって育まれること。
(3) 健康な生活が守られ、適切な医療が受けられること。
(4) 虐待、暴力、いじめなどを受けないこと。
(5) あらゆる差別を受けないこと。
(6) 性的に不当なあつかいを受けないこと。
(7) 年齢及び発達にふさわしい生活ができること。

第４条 子どもは、安全に安心して生きるために、主として次に掲げる権利が保障されます。
(1) 命が守られ、安全な環境で安心して生きること。
(2) かけがえのない存在として愛情と理解をもって育まれること。
(3) 健康な生活が守られ、適切な医療が受けられること。
(4) 虐待、暴力、いじめなどを受けないこと。
(5) あらゆる差別を受けないこと。
(6) 性的に不当なあつかいを受けないこと。
(7) 年齢及び発達にふさわしい生活ができること。

第６条 子どもは、自分が守られるために、主として
次に掲げる権利が保障されます。
(1) プライバシー及び名誉が守られること。

(2) 信頼され、自分の意思や考
えが尊重されること。

(3) 自分の夢や希望を自由に持
ち、表明し、行動できること。

(4) 自分の持っている力を発揮
できること。

第６条 子どもは、自分が守られるために、主として
次に掲げる権利が保障されます。
(1) プライバシー及び名誉が守られること。

(2) 信頼され、自分の意思や考
えが尊重されること。

(3) 自分の夢や希望を自由に持
ち、表明し、行動できること。

(4) 自分の持っている力を発揮
できること。

第７条 子どもは、自分たちに関わることについて
参加するため、その年齢及び発達に応じ、主とし
て次に掲げる権利が保障されます。
(1) 自分の意見を表すことができ、その意見が尊重
されること。

(2) 自分たちに関わることを決
めることについて、自分たち
の意見が反映されること。

(3) 意見を表すために、必要な
情報の提供及び支援が受けら
れること。

(4) 仲間をつくり、仲間と集う
こと。

第７条 子どもは、自分たちに関わることについて
参加するため、その年齢及び発達に応じ、主とし
て次に掲げる権利が保障されます。
(1) 自分の意見を表すことができ、その意見が尊重
されること。

(2) 自分たちに関わることを決
めることについて、自分たち
の意見が反映されること。

(3) 意見を表すために、必要な
情報の提供及び支援が受けら
れること。

(4) 仲間をつくり、仲間と集う
こと。

第２章第２章 子どもの権利子どもの権利

第５条 子どもは、豊かに育つために、主として次に掲げる権利が保障されます。
(1) 遊んだり、休んだり、のびのび育つこと。
(2) 個性が認められ、人格が尊重されること。
(3) 年齢及び発達に応じて学ぶこと。
(4) さまざまな人、自然とのふれあい及び多彩な文化の中で、共に生きること。
(5) 社会との関わりの中で他の人と共に生き、自立していくこと。
(6) 基本的生活習慣及び社会性を身につけること。

第５条 子どもは、豊かに育つために、主として次に掲げる権利が保障されます。
(1) 遊んだり、休んだり、のびのび育つこと。
(2) 個性が認められ、人格が尊重されること。
(3) 年齢及び発達に応じて学ぶこと。
(4) さまざまな人、自然とのふれあい及び多彩な文化の中で、共に生きること。
(5) 社会との関わりの中で他の人と共に生き、自立していくこと。
(6) 基本的生活習慣及び社会性を身につけること。
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第８条 保護者、地域住民等、学校等関係者、事業者及び市は、子どもの権利を保障するため、相互に連携し、及び協働するとともに、次に掲げる支援を行うよう努めなければなりません。
(1) 子どもが他の人の権利を尊重し、責任ある社会の一員として育つために必要な支援
(2) 保護者が子どもの養育及び発達に関する第一義的な責任を果たすために必要な支援
(3) 子どものよさ及び素晴らしさを見つけて、ほめることで、子どもが自信及び誇りを
持ち、生きる力のもととし、自分を見つめる力を養い成長するために必要な支援

支
援

支
援

支
援

支
援

支援支援支援支援

支援支援

第３章第３章 子どもの権利を保障する責務子どもの権利を保障する責務
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第９条 保護者は、子どもの健やかな成長及び権利の保障にとって家
庭が果たす役割を認識するとともに、その第一義的な責任を有する
ことを自覚し、子どもを守り育てなければなりません。

２ 保護者は、子どもに愛情を持って接し、子どもを虐待せず、子ど
もが基本的な生活習慣、社会規範及び道徳観を身に付けることがで
きるよう努めなければなりません。

３ 保護者は、子どもにとっての最善の方法を考え、子どもの年齢及
び発達に応じた養育に努めなければなりません。

第９条 保護者は、子どもの健やかな成長及び権利の保障にとって家
庭が果たす役割を認識するとともに、その第一義的な責任を有する
ことを自覚し、子どもを守り育てなければなりません。

２ 保護者は、子どもに愛情を持って接し、子どもを虐待せず、子ど
もが基本的な生活習慣、社会規範及び道徳観を身に付けることがで
きるよう努めなければなりません。

３ 保護者は、子どもにとっての最善の方法を考え、子どもの年齢及
び発達に応じた養育に努めなければなりません。

家庭のなかで（保護者）

第10条 地域住民等は、地域の様々な人、自然及び文化
との関わりの中で、子どもの豊かな人間性が育まれる
ことを認識し、子どもが健やかに育つよう子どもの支
援に努めなければなりません。

２ 地域住民等は、虐待、暴力、犯罪などから子どもを
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。

３ 地域住民等は、子どもが地域社会の一員であること
を認識し、子どもとともに地域活動を行うよう努めな
ければなりません。

第10条 地域住民等は、地域の様々な人、自然及び文化
との関わりの中で、子どもの豊かな人間性が育まれる
ことを認識し、子どもが健やかに育つよう子どもの支
援に努めなければなりません。

２ 地域住民等は、虐待、暴力、犯罪などから子どもを
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。

３ 地域住民等は、子どもが地域社会の一員であること
を認識し、子どもとともに地域活動を行うよう努めな
ければなりません。

自分が暮らす地域のなかで
（地域住民等）

第11条 学校等関係者は、子どもが主体的に育ち、及び学ぶ環境づく
りに努めなければなりません。

２ 学校等関係者は、子どもの身近にいる大人であることを自覚し、
虐待、体罰、いじめなどから子どもを守るため、関係者及び関係機
関と連携し解決にあたるよう努めなければなりません。

３ 学校等関係者は、関係者及び関係機関と連携を図りながら、不登
校などについて適切な対応に努めなければなりません。

４ 学校等関係者は、子どもの育ち及び学びに関する情報の開示に努
めるとともに、説明責任を果たすよう努めなければなりません。

５ 学校等関係者は、子どもが子どもの権利について理解し、意見を
表明する機会を設け、又は支援に努めなければなりません。

第11条 学校等関係者は、子どもが主体的に育ち、及び学ぶ環境づく
りに努めなければなりません。

２ 学校等関係者は、子どもの身近にいる大人であることを自覚し、
虐待、体罰、いじめなどから子どもを守るため、関係者及び関係機
関と連携し解決にあたるよう努めなければなりません。

３ 学校等関係者は、関係者及び関係機関と連携を図りながら、不登
校などについて適切な対応に努めなければなりません。

４ 学校等関係者は、子どもの育ち及び学びに関する情報の開示に努
めるとともに、説明責任を果たすよう努めなければなりません。

５ 学校等関係者は、子どもが子どもの権利について理解し、意見を
表明する機会を設け、又は支援に努めなければなりません。

学校や施設のなかで
（学校等関係者）

第12条 事業者は、子どもの育ちに与える影響の大きさ
を認識した事業活動を行うとともに、若年層の就労支
援、従業員に対する人材育成及び社会人としての教育
に努めなければなりません。

２ 事業者は、子育て期の従業員が仕事と子育てとを両
立できるよう職場環境づくりに努めなければなりませ
ん。

３ 事業者は、子育て期の従業員が、その子どもと十分
触れ合うことができる環境づくりに配慮するとともに
、学校等が行う職場体験活動など、子どもの育成に関
する活動に協力するよう努めなければなりません。

第12条 事業者は、子どもの育ちに与える影響の大きさ
を認識した事業活動を行うとともに、若年層の就労支
援、従業員に対する人材育成及び社会人としての教育
に努めなければなりません。

２ 事業者は、子育て期の従業員が仕事と子育てとを両
立できるよう職場環境づくりに努めなければなりませ
ん。

３ 事業者は、子育て期の従業員が、その子どもと十分
触れ合うことができる環境づくりに配慮するとともに
、学校等が行う職場体験活動など、子どもの育成に関
する活動に協力するよう努めなければなりません。

事 業 者

子ども達
他の人の権利を尊重
し、命の尊さを知る
ことができます

子ども達
他の人の権利を尊重
し、命の尊さを知る
ことができます

遠 野 市



第４章第４章 子どもに関する基本的な市の取組子どもに関する基本的な市の取組

第14条 市は、この条例及び子どもの権利について、市民の関心及び理解を深め
るため、分かりやすく広めるなど、広報活動に努めなければなりません。

第14条 市は、この条例及び子どもの権利について、市民の関心及び理解を深め
るため、分かりやすく広めるなど、広報活動に努めなければなりません。

子どもの権利の普及子どもの権利の普及

第15条 市は、保護者、地域住民等、学校等関係者及び関係機関と連携し、及び
協働し、虐待、体罰、いじめなどの防止、相談及び救済のために必要な措置を
講じなければなりません。

第15条 市は、保護者、地域住民等、学校等関係者及び関係機関と連携し、及び
協働し、虐待、体罰、いじめなどの防止、相談及び救済のために必要な措置を
講じなければなりません。

虐待･体罰･いじめなどの防止及び救済虐待･体罰･いじめなどの防止及び救済

第16条 市は、子どもの健やかな育ちを支援するため、保護者、地域住民等、学
校等関係者及び事業者と連携し、及び協働し、次に掲げる取組を行うよう努め
なければなりません。
(1) 子どもが安心して安全に過ごすことができるための居場所づくりを進める
こと。

(2) 子どもが自然及び地域社会とのふれあいの中で豊かに育つことができるた
めの遊び及び体験の場づくりを進めること。

(3) 子どもが社会に認められ、他の人と共生し、責任ある社会の一員として自
立できるよう支援すること。

第16条 市は、子どもの健やかな育ちを支援するため、保護者、地域住民等、学
校等関係者及び事業者と連携し、及び協働し、次に掲げる取組を行うよう努め
なければなりません。
(1) 子どもが安心して安全に過ごすことができるための居場所づくりを進める
こと。

(2) 子どもが自然及び地域社会とのふれあいの中で豊かに育つことができるた
めの遊び及び体験の場づくりを進めること。

(3) 子どもが社会に認められ、他の人と共生し、責任ある社会の一員として自
立できるよう支援すること。

子どもの育ちの支援子どもの育ちの支援

第17条 市は、子どもの主体性を大切にしながら、社会参加などの促進が図られ
るよう必要な支援に努めなければなりません。

第17条 市は、子どもの主体性を大切にしながら、社会参加などの促進が図られ
るよう必要な支援に努めなければなりません。

子どもの参画活動の促進子どもの参画活動の促進

第18条 市は、保護者が子どもを育てるにあたり、必要に応じて経済的、社会的
支援を行うとともに、保護者、地域住民等、学校等関係者及び事業者と連携し
、及び協働し、支援体制の充実に努めなければなりません。

２ 市は、子育てに関して困難を抱えている家庭の把握に努めるとともに、その
状況に配慮した支援を行わなければなりません。

第18条 市は、保護者が子どもを育てるにあたり、必要に応じて経済的、社会的
支援を行うとともに、保護者、地域住民等、学校等関係者及び事業者と連携し
、及び協働し、支援体制の充実に努めなければなりません。

２ 市は、子育てに関して困難を抱えている家庭の把握に努めるとともに、その
状況に配慮した支援を行わなければなりません。

子育て家庭の支援子育て家庭の支援

第５章第５章 推進体制の整備推進体制の整備

（推進計画の策定）
第19条 市は、子どもに関する取組を総合的かつ計画的に実施するための基本と
なる計画（以下「推進計画」といいます。）を策定しなければなりません。

２ 市は、推進計画を策定するときは、この条例の趣旨に基づき、子どもを含め
た市民から意見等を求め、その反映に努めなければなりません。

３ 市は、推進計画を策定したときは、分かりやすく公表しなければなりません。

（評価）
第20条 市は、推進計画に基づいて実施した取組の結果について評価しなければ
なりません。

２ 市は、前項の評価について、分かりやすく、速やかに公表しなければなりま
せん。

（推進体制）
第21条 市は、子どもに関する取組を総合的かつ計画的に実施するため、総合的
な推進体制を整備しなければなりません。

（推進計画の策定）
第19条 市は、子どもに関する取組を総合的かつ計画的に実施するための基本と
なる計画（以下「推進計画」といいます。）を策定しなければなりません。

２ 市は、推進計画を策定するときは、この条例の趣旨に基づき、子どもを含め
た市民から意見等を求め、その反映に努めなければなりません。

３ 市は、推進計画を策定したときは、分かりやすく公表しなければなりません。

（評価）
第20条 市は、推進計画に基づいて実施した取組の結果について評価しなければ
なりません。

２ 市は、前項の評価について、分かりやすく、速やかに公表しなければなりま
せん。

（推進体制）
第21条 市は、子どもに関する取組を総合的かつ計画的に実施するため、総合的
な推進体制を整備しなければなりません。

第６章第６章 雑雑 則則

附附 則則

（委任）
第22条 この条例の施行に必要なことがらは、市長
その他の執行機関が定めます。

（委任）
第22条 この条例の施行に必要なことがらは、市長
その他の執行機関が定めます。

この条例は、平成 年 月 日から施行します。この条例は、平成 年 月 日から施行します。 5



少子化対策･子育て支援総合計画少子化対策･子育て支援総合計画
－－ サイクルプラン・総合的な対応サイクルプラン・総合的な対応 －－

支 援
サイクル

Ｈ21年度～ 実施検討

○ 紙おむつ
の支給

○ 市指
定ごみ袋

の無料配
付

○ 多子
世帯及び

多世代同
居世帯の

支援税制
等の創

設

○ 学校給食
費の軽減

拡充

○ 紙おむつ
の支給

○ 市指
定ごみ袋

の無料配
付

○ 多子
世帯及び

多世代同
居世帯の

支援税制
等の創

設

○ 学校給食
費の軽減

拡充

経済的支援
経済的支援

○ 乳幼児健診
の拡充

○ 妊婦健診
の拡充

○ 医療費給付
の拡充

○ 乳幼児健診
の拡充

○ 妊婦健診
の拡充

○ 医療費給付
の拡充

保健医療保健医療

○ 学校図書館蔵書の充実

（図書検索端末設置）

○ 中高生と乳幼児の交流

○ 学校図書館蔵書の充実

（図書検索端末設置）

○ 中高生と乳幼児の交流

学校教育
学校教育

○ 子育て支援
推進の中小企
業への融資制
度の拡充
○ 家族の日・
家族の週間等
の普及啓発

○ 子育て支援
推進の中小企
業への融資制
度の拡充
○ 家族の日・
家族の週間等
の普及啓発

職場環境職場環境

Ｈ19 先行事業
助産院
ねっと・ゆりかご

Ｈ19 先行事業
助産院
ねっと・ゆりかごＨ19 先行事業

こんにちは
赤ちゃん奨励事業

Ｈ19 先行事業
こんにちは
赤ちゃん奨励事業

Ｈ21年度～の
実施検討事業

Ｈ21年度～の
実施検討事業

ラ イ フ
サイク

ル

Ｈ20年度実施予定

6

通称：遠野わらすっこプラン通称：遠野わらすっこプラン

子ども条例・子育て支援都市宣言（理念を支える市民協働） わらすっこ基金・健全財政５ヵ年計画（施策を支える財源）


