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《検討会決定版_１/16(金)》 

○ 遠野市わらすっこ条例（仮称） 

  素案の修正について 
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《左側：素 案》 

↓ 

 

 子どもの皆さん 

 子どもは、生まれながらにして一人ひとりが

人間であり、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。一人の人間として

その権利が尊重され、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、信頼されま

す。子どもは、さまざまな人、自然、そして文

化との適切な関わりの中で、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。 

 子どもは、自分の権利について学び、気づき、

身につけていく中で、他の人の権利を大切にし、

お互いに権利を尊重し合える力をつけていき、

自分や他の人の命の尊さを知ることができるよ

うに支援されます。 

 

 

            平成○年○月○日  

            条例  第 ○ 号  

 

      ○注        部：事務局修正案 ⇒ 決定 

         □□□□□ 部：検討会再修正 ⇒ 決定 

 

 （第１条・第２条） 

 （第３条－第７条） 

 （第８条－第13条） 

 （第14条－第18条） 

 （第19条－第21条） 

 （第22条） 

 

 

 

《右側：修正案》 

↓ 

 

 わらすっこ（以下「子ども」といいます。） 

の皆さん 

 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。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、信頼される存在です。子どもは、

さまざまな人、自然、そして文化との適切な関

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。 

 その一方で子どもは、自分の権利について学

び、気づき、身につけていく中で、他の人の権

利を大切にし、お互いに権利を尊重し合える力

をつけていき、自分や他の人の命の尊さを知る

ことができるように支援されます。 

資料№２ 
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 おとなの皆さん 

 おとなは、真に子どもの視点を大切にすると

ともに、子どもにとって最善の方法は何かを考

え、育ちを見守り、寄り添い、支えていくこと

が必要です。おとなは、それぞれの役割と責務

を認識し、子どもから信頼される存在であるよ

うに、お互いに連携し、協働することが求めら

れます。 

 

 遠野の皆さん 

 子どもは遠野の宝であり、希望であるとの認

識のもと、子どもの権利が尊重され、健やかな

育ちを支援するまちであることを明らかにし、

この「遠野市わらすっこ条例」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 

 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。 

 

 （定義） 

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。 

 

 おとなの皆さん 

 おとなは、真に子どもの視点を大切にすると

ともに、子どもにとって最善の方法は何かを常

に考え、育ちを見守り、寄り添い、支えていく

責務を負っています。おとなは、そのような責

務とそれぞれの役割を認識し、子どもから信頼

される存在であるように、お互いに連携し、協

働することが求められます。 

 

 市民の皆さん 

 子どもは遠野の宝であり、希望であります。

市はこの認識のもと、子どもの権利が尊重され、

健やかな育ちを支援するまちであることを明ら

かにし、この「遠野市わらすっこ条例」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 

 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、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。 

 

 （定義） 

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。 
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   第２章 子どもの権利 

 

 （子どもの権利の保障） 

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。 

 

 （安全に安心して生きる権利） 

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。 

 

 （豊かに育つ権利） 

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２章 子どもの権利 

 

 （子どもの権利の保障） 

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ます。 

 

 

 （安全に安心して生きる権利） 

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。 

 

 （豊かに育つ権利） 

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。 
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 （自分が守られる権利） 

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。 

 

 （参加する権利） 

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。 

 

 （自分が守られる権利） 

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。 

 

 （参加する権利） 

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。 
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   第３章 子どもの権利を保障する責務 

 

 （共通の責務） 

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 

 

 （保護者の責務） 

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３章 子どもの権利を保障する責務 

 

 （共通の責務） 

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ますなければ 

 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、自分を見つめ、生きる力のもととし 

  、自分を見つめる力を養い成長するうため 

  に必要な支援 

 

 （保護者の責務） 

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、子どもを守り育てますなけれ 

 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 

 るよう努めます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 

 努めますなければなりません。 
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 （地域住民等の責務） 

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。 

 

 （学校等関係者の責務） 

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。 

 

 

 （地域住民等の責務） 

第10条 地域住民等は、地域のさまざまな人、 

 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ます 

 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 

 に努めます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 

 を行うよう努めますなければなりません。 

 

 （学校等関係者の責務） 

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ますなければ 

 なりません。 

２ 学校等関係者は、子どもの身近にいるおと 

 な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ますなけ 

 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 

 対応に努めます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 

 関する情報の提供に努めるとともに、説明責 

 任を果たすよう努めます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、 

 又は支援に努めますなければなりません。 
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 （事業者の責務） 

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。 

 

 （市の責務） 

第13条 市は、子どもの権利を保障するため、 

 子どもにとっての最善の方法を考え、子ども 

 に関する取組を推進しなければなりません。 

２ 市は、子どもの権利を保障し、子どもを支 

 援するため、保護者、地域住民等、学校等関 

 係者及び事業者がそれぞれの責務を全うする 

 よう、保健、福祉、医療、教育その他のあら 

 ゆる分野において、必要な支援及び総合調整 

 を図らなければなりません。 

３ 市は、国、県及び子どもに関わる関係機関 

 と相互に連携し、及び協働しなければなりま 

 せん。 

４ 市は、子どもに関する取組を実施するため、 

 財政上の措置その他必要な措置を講じなけれ 

 ばなりません。 

 

 

 （事業者の責務） 

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ますなければ 

 なりません。 

２ 事業者は、子育て期の従業員が仕事と子育 

 てを両立できるよう職場環境づくりに努めま 

 す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 

 るよう努めますなければなりません。 

 

 （市の責務） 

第13条 市は、子どもの権利を保障するため、 

 子どもにとっての最善の方法を考え、子ども 

 に関する取組を推進しますなければなりませ 

 ん。 

２ 市は、子どもの権利を保障し、子どもを支 

 援するため、保護者、地域住民等、学校等関 

 係者及び事業者がそれぞれの責務を全うする 

 よう、保健、福祉、医療、教育その他のあら 

 ゆる分野において、必要な支援及び総合調整 

 を図りますらなければなりません。 

３ 市は、国、県及び子どもに関わる関係機関 

 と相互に連携し、及び協働しますなければな 

 りません。 

４ 市は、子どもに関する取組を実施するため、 

 財政上の措置その他必要な措置を講じますな 

 ければなりません。 
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   第４章 子どもに関する基本的な市の取 

       組 

 

 （子どもの権利の普及） 

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。 

 

 （虐待、体罰、いじめなどの防止及び救済） 

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。 

 

 （子どもの育ちの支援） 

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。 

 

 （子どもの参画活動の促進） 

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４章 子どもに関する基本的な市の取 

       組 

 

 （子どもの権利の普及） 

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、広報活動を行います。 

 

 

 （虐待、体罰、いじめなどの防止及び救済） 

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ます。 

 

 

 （子どもの育ちの支援） 

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ます。 

 (1) 子どもが安全でに安心して過ごすことが 

  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。 

 

 （子どもの参画活動の促進） 

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 

 な支援を行います。 
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 （子育て家庭の支援） 

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５章 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。 

 （子育て家庭の支援） 

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 

 制の充実に努めます。 

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 

 した支援を行います。 

 

 

   第５章 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。）を策定しま 

 す。 

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、その反映に努めます。 

３ 市は、推進計画を策定したときは、分かり 

 やすく公表します。 

 

 

 （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ます。 

２ 市は、前項の評価について、分かりやすく、 

 速やかに公表します。 

 

 （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 

 を整備します。 
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   第６章 雑則 

 

 （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。 

 

 

   附 則 

 この条例は、平成 年 月 日から施行しま 

す。 

 

 

 

   第６章 雑則 

 

 （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。 

 

 

   附 則 

 この条例は、平成21年４月１日から施行しま 

す。 

 

 

 


