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令和４年１０月４日  
南砺市こどもの権利条例素案検証委員会 委員各位 

南砺市長 田中 幹夫 
 

南砺市こどもの権利条例素案検証委員会委員長の選出について(書面決議) 
  

清秋の候、貴殿には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
また、日頃、本市の児童福祉行政にご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、本市では、令和４年度中の「南砺市こどもの権利条例」制定を目指し、南砺市子ども

の権利条例策定委員会を設け、条例の素案づくりを進めてきました。このたび、条例素案が

完成し、提言書としての提出を受けました。 
提言書の提出を受け、市としては、公正公平かつ中立的な立場から、その内容を検証して

いただくため、南砺市こどもの権利条例素案検証委員会を設置することとしました。 
各位におかれましては、委員就任につき快諾を賜り、誠に有難うございます。 
つきましては、第１回目検証委員会は、書面での開催といたします。 
そこで、委員長の互選につきまして、下記の書面決議表をご記入の上、ご署名を添えて、

令和４年１０月５日（水）までにこども課へご提出願います。 
ご多忙の折とは存じますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。  
 

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
書面決議表 

 
委員長に推薦される方に〇をつけてください。 

委員区分 氏名（役職） 記入欄 

学識経験者 森  透 （福井大学名誉教授）  

学識経験者  得能 金市 
（全国民生委員児童委員連合会会長） 
（南砺市民生委員児童委員協議会会長） 

 

学識経験者 林  衛  （弁護士）  

関係行政機関 石動 仁 （富山県高岡児童相談所長）  

                              ※敬称略 
【意見】（ご意見がありましたらご記入ください）  
 
 
 

氏 名                    

資料１



 

 

南砺市子どもの権利条例策定委員会 

資料 
 

 

【最終】南砺市こどもの権利条例素案  P１〜６ 

第１回 策定委員会＿条例素案     P７〜８ 

第２回 策定委員会＿条例素案     P９〜14 

第３回 策定委員会＿条例素案     P15〜20 

第４回 策定委員会＿条例素案     P21〜30 

第５回 策定委員会＿条例素案     P31〜36 
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南砺市こどもの権利条例素案 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条・第２条) 

第２章 こどもと権利（第３条－第７条） 

第３章 大人の役割（第８条－第１１条） 

第４章 南砺市の環境（第１２条－第１８条） 

第５章 権利の救済と推進（第１９条－第２２条） 

第６章 雑則（第２３条） 

附則 

こどもは、生まれながらにして人格を持つ一人の人間として尊重されます。こども

は、愛され、権利を保障されることで、豊かなこども時代を過ごすことができます。

こどもは、自分の心が満たされたときに、愛着や信頼を感じ、それを分かち合うこと

を学びます。こどもは、いかなる差別も受けることなく、自分の考えを持ち、自分の

思いを表現し、生きる力を育みます。 

こどもの発達と成長のためには、守り支える大人が必要です。大人は、こどもが安

心できる環境と、様々な経験が出来る機会を作り支援します。大人は、こどもの思い

を尊重し、こどもの意見に耳を傾け、こどもに対して一方的な考えを押し付けること

なく、寄り添います。 

わたしたちは、こどもも大人も一人の人間として尊重され、すべてのこどもが自由

と平和、人とのつながり、幸せを感じながら、すこやかに成長できる環境づくりを推

進します。こどもにとってやさしい社会は、大人にとってもやさしい社会です。 

わたしたちは、社会全体で連携を取りながら、児童の権利に関する条約（平成６年

条約第２号。以下「子どもの権利条約」といいます。）及びこども基本法（令和４年法

律第７７号）の理念に基づき、こどもの心身の発達と幸福感の増進を図るため、この

条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもの権利条約とこども基本法に基づき、こどもの持つ権利

を保障するための総合的な施策を推進することを目的とします。 

（定義） 

第２条 この条例において、「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいいます。 

【最終】条例素案　



２ この条例において「こどもの最善の利益」とは、どのような場面でもこどもの意

見を踏まえ、こどもの幸せを第一に考えることをいいます。 

第２章 こどもと権利 

（こどもが持つ権利） 

第３条 こどもは、生まれながらに次条から第７条までに掲げる権利を持ちます。 

（生きること） 

第４条 こどもは、命を守られ、心と体を大切にされます。 

２ こどもは、日常の衣食住を保障され、安心して暮らすことができます。 

３ こどもは、国籍、言語、宗教、出身、性別、障がい、個性、財産その他置かれて

いる状況によるいかなる差別や不利益も受けません。 

（育つこと） 

第５条 こどもは、持って生まれた力を発揮し、自分らしく成長し、家族や友達と心

身ともに楽しくすこやかに生活をすることができます。 

２ こどもは、一人一人の人格を尊重され、こどもであることを理由に否定されるこ

となく、自分の思いを自由に表すことができます。 

３ こどもは、興味関心を広げ、教育を受け、学び、遊んだり休んだりしながら育つ

ことができます。 

４ こどもは、必要に応じて医療や療育を受け、困ったときには相談し、安心して成

長することができます。 

（守られること） 

第６条 こどもは、暴力を受けたり大切なものを奪われたりせず、有害なことから守

られます。 

２ こどもは、心と体が傷つけられないよう守られます。 

３ こどもは、困りごとや悩みごとがある時に、個人情報や秘密を守られ、一方的な

意見の押し付けや決めつけのない、適切な相談を受けることができます。 

（参加すること） 

第７条 こどもは、自分に関係のあるすべてについて、自由に意見を言うことができ

ます。 

２ こどもは、適切な情報や考えを知ることができます。 

３ こどもは、仲間をつくることができます。 

４ こどもは、多様な社会的活動に参加することができます。 

   第３章 大人の役割 



（大人の役割） 

第８条 大人は、こどもを一人の人間として尊重し、その考えや思いを受け止め、話

を聞き、共に考え、関わり続けます。 

２ 大人は、こどもが可能性を伸ばし、心身ともにすこやかに育つため、こどもの最

善の利益を図ります。 

（保護者の役割）  

第９条 保護者は、その養育するこどもに対して責任と義務があります。 

２ 保護者は、こどもに関心を持って接し、心身ともにすこやかな育ちを支援します。 

３ 保護者は、こどもの生活の場が、安心して眠り、食べることができ、かつ、心の

よりどころとなる居場所になるよう努めます。 

４ 保護者は、必要な支援を受けることができます。 

（こどもの保育、教育、療育に関わる大人の役割）  

第１０条 こどもの保育、教育、療育に関わる大人は、その行動がこどもの人格形成

に影響をあたえることを自覚して、こどもに関わります。 

２ こどもの保育、教育、療育に関わる大人は、こどもの心に目を向け、こどもが自

由に感じ、考え、学ぶことを保障し、一人一人に応じて支援します。 

（こどもに関わる地域団体の役割）  

第１１条 こどもに関わる地域団体（以下「地域団体」といいます。）は、多様な体験

や交流の機会の提供に努めます。 

２ 地域団体は、地域の子育て家庭に寄り添い、支えることに努めます。 

   第４章 南砺市の環境 

（施策の推進） 

第１２条 市は、こどもの持つ権利を保障するために、必要な施策に取り組みます。 

２ 市は、こどもが権利の主体として尊重されることを認識し、こどもが意見や考え

又は思いを表明することができ、かつ、その意見や考え又は思いがまちづくりに反

映されるよう、必要な環境を整えます。 

３ 市は、こどもに関わる大人と地域団体を支援します。 

 （日常の環境） 

第１３条 市民と市は、こどもの命を守ることができ、かつ、こどものすこやかな成

長に配慮した環境を整えます。 

２ 市民と市は、こどもが主体的に行動し、成長することができるよう支援します。 

３ 市民と市は、こどもに関わる大人が安心して子育てできる社会づくりに取り組み



ます。 

（居場所づくり） 

第１４条 市民と市は、こども一人一人が学校と家庭以外にも居心地の良い居場所を

築くことを支援します。 

（情報共有） 

第１５条 市は、こどもの成長と生活に関わる情報を集約し、必要とする人に届けら

れるよう広報周知活動に努めます。 

２ 市民と市は、こどもが自ら情報を集め、選択し、又は判断する力を身につけられ

るよう関わります。 

 （参加の機会の保障） 

第１６条 市民と市は、こどもが自身に関することについて意見を表明する機会と多

様な社会的活動に参加する機会の確保に努めます。 

 （人権侵害への対応） 

第１７条 市民と市は、こどもへのいじめ、体罰、虐待等の人権侵害を見過ごしませ

ん。 

２ 市は、こどもへの人権侵害が起こったときに、こどもとこどもに関わる大人を速

やかに支援し、心の回復に努めます。 

（普及啓発） 

第１８条 市は、この条例について広報し、学習の機会を提供することで、継続した

市民意識の醸成に取り組みます。 

   第５章 権利の救済と推進 

 （相談と救済） 

第１９条 市は、こどもとこどもに関わる大人が不安や悩みを持ったときに相談でき、

救済される体制を整えます。 

２ 市と関係団体は、相談の内容に応じて必要な連携を取り、状況の改善に努めます。 

（こどもの権利委員会の設置） 

第２０条 市は、この条例による施策の実施状況を検証し、こどもの権利が保障され

るよう、南砺市こどもの権利委員会（以下、「委員会」といいます。）を置きます。 

２ 委員会は、この条例の趣旨の実現に向けた協議及び検証を定期的に行います。 

３ 委員会の委員は、１５人以内とします。 

４ 委員は、人権、保健医療、福祉、教育等のこどもの権利に関わる分野において学

識のある者や市民の中から市長が委嘱します。 



５ 委員の任期は、３年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残りの任期の期間とします。ただし、再任を妨げるものではあり

ません。 

６ 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。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定めます。 

（委員会の職務） 

第２１条 委員会は、市長の諮問を受けて、又は委員会の判断で、こどもの権利に関

する施策や計画についての調査や審議を行います。 

２ 委員会は、調査や審議を行うにあたって、必要に応じてこどもをはじめ、市民か

ら意見を求めることができます。 

（答申及び提言並びにその尊重） 

第２２条 委員会は、調査や審議の結果を市長その他執行機関に報告し、答申し、及

び提言します。 

２ 市長その他の執行機関は、委員会からの報告や答申及び提言があったときは、こ

れを尊重し、必要な措置をとります。 

第６章 雑則 

（委任） 

第２３条 この条例で定めるもの以外で必要なことは、市長が別に定めます。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

 

 



南砺市子どもの権利条例 骨子案 

前文・・・子どもが考える未来や願い（子ども部会担当） 

     大人が考える未来や願い（人づくり部会・環境づくり部会） 

 

第１章 総則（各部会担当） ※定義                                  

（目的） 

第１条 この条例は、「子どもの権利条約」の理念に基づき、子どものもつ権利を保障

し、一人ひとりが人として生きるために大切な環境づくりに市と市民が協同で取り

組むことを定めます。子どもも大人も幸せに暮らしていくため、誰ひとり取り残さ

ず、誰もが心豊かに成長できるまちづくりに取り組みます。 

（言葉の意味） 

第２条 この条例において次の各号に掲げる言葉の意味は、それぞれの各号に定める

ところによります。 

（１） 子ども １８歳になっていないすべての者 

（２） 保護者 一緒に暮らす大人 

（３） 子どもに関わる大人 子どもが育ち、学ぶために通う施設で働く大人 

（４） 地域の人 南砺市民、地域で活動する団体や事業者 

（市の務め） 

第３条 市は、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通じて子どもの権利の保障に

努めます。 

２ 市は、子どもの権利について市民の理解を深めるため広報活動に努めます。 

 

第２章 子どもの権利（子ども部会担当）※子どもがもつ４つの権利を明確に示す                             

（子どもがもつ権利） 

第４条 この章に書いてある権利は、人間として生きるために特に大切な権利です。

子どもたちは大切な一人の人間であり、これらの権利を有しています。自分の権利

が尊重されるよう、相手の権利を理解する努力をします。互いに尊重し、認め合う

関わりを築きます。 

第５条 生きる権利 命が守られること 

第６条 育つ権利 もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できること 

第７条 参加する権利 自由に意見を表したり、仲間を作ったりできること 

第８条 守られる権利 暴力を受けたり、大切なものを奪われたり、有害なことから

守られること 

（共に生きるこどもの姿） 

第９条 子どもはどのように行動していくのか（例：すべての人に等しく権利がある

ことを学び、多様な人がもつ権利を認め合う・・・・・ など） 

 

第３章 大人の役割（人づくり部会担当） ※第２章を守るための大人の関わり     

（日常の関わり） 

第１０条 子どもの最善の利益を図るために、子どもにかかわる大人が連携して子ど

もの権利の保障に努めます。子どもを一人の人間とし、その意思に耳を傾けるとと
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もに、一人ひとりが自分らしく成長できるように関わりをもちます。 

（１）保護者のつとめ 

保護者は、その養育する子どもに対して第一番に責任及び義務があることを自覚

し、子どもの権利の保護に努めます。 

（２）子どもに関わる大人のつとめ 

子ども施設の設置者、管理者、職員は子ども施設において子どもの権利の保障に努

めます。 

（３）地域の人のつとめ 

市民は、子どもの権利を尊重し、子どもにかかわる場や機械において子どもの権利

の保障に努めます。 

第１１条 大人は、子どもたちの自由な発想を否定せず、話を聞きます。そして 

ともに考える姿勢をもちます。 

（共に生きる大人の姿） 

第１２条 大人はどのように行動していくのか 

（例：子どもたちは一人の人として大切にされます。その子どもたちに関わる大人

もまた大切な人です。互いに認め合える関係を築き・・・・など） 

 

第４章 権利の保障（環境づくり部会担当） ※第２章を守るための環境づくり                         

（日常の環境） 

第１３条 子どもたちに関わる場所は、安心・安全な環境にします。 

第１４条 子どもたちが自ら学び遊べるような環境づくりに取り組みます。 

第１５条 子どもたちが新しい発見や、夢中になれることに出会えるよう、体験や活

動について必要な支援を行います。 

第１６条 差別・虐待・体罰が起こらない環境づくりに取り組みます。子どもに関わ

る大人の声を聴き、必要に応じた支援体制を整えます。 

（居場所の保障） 

第１７条 学校と家庭以外の居場所の確保に努めます。 

（参加の機会の保障） 

第１８条 子ども参加の機会や、子どもに関わる情報発信に努めます。 

（普及・啓発） 

第１９条 広報・学習の機会をもつことで、継続した環境づくりに取り組みます。 

★上記を実現するため具体的に何が必要か（個別支援・ネットワークなど） 

 

第５章 権利の救済と推進（各部会担当）※条例制定後の保障                          

（相談と救済） 

第２０条 子どもについての相談に対応します。子どもからの相談、大人からの相談

に対応できる体制を作ります。相談内容により、関係する団体と連絡をとり、状況

がよくなるように努めます。 

（子どもの権利委員会） 

第２１条 子どもの権利を保障し、推進するため、南砺市子どもの権利委員会を置き

ます。 
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２．(２)南砺市子どもの権利条例(仮称)素案について 

 

策定委員会にて下記３点の対応を検討 
 

意見 検討内容 

第１章 

第２条 

第２条の「これらの人と等しく権利を

みとめることがふさわしい人」がどの

ような人かわかりません。  

令和４年４月１日から成年年

齢が１８歳に引き下げられた

ため、記載について検討した

い。 

↓ 

(対応) 

基本は１８歳未満が対象とさ

れるが、高校３年生等、教育活

動において考慮が必要な場合

に、この条例によって支障がで

ないよう、記載することが望ま

しい。ふさわしくない場合は、

対象としないこととする。 

 

 

第２章 

第４条 

第４条は命と心だけでなく、体、入れ

て欲しいです。 

「体」の文言を追記するか検討

したい。 

↓ 

(対応) 

命には、心も体も含まれるた

め、記載することが望ましい。 

 

 

第３章 

第10条 

第１０条の「教育機関等の設置者…」

の言い回しが難しいので、表題とあわ

せ「子どもの教育に関わる全ての大人」

にしてはどうでしょう？職員以外の教

育関係者、例えばスポーツエキスパー

トや少年団の指導者、競技団体の方も

対象としてほしいと思います。 

１１条に含むのかもしれませんが、対

象であると伝わる記載にした方がよい

と思います。  

子どもに対応している大人が

自分のことであると自覚が持

てるような記載を検討したい。 

↓ 

(対応) 

「子どもの保育、教育、療育に

関わる大人」に統一。 
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南砺市子どもの権利条例（仮称）素案 

 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条・第２条) 

第２章 子どもと権利（第３条－第７条） 

第３章 大人の役割（第８条－第１２条） 

第４章 南砺市の環境（第１３条－第１９条） 

第５章 権利の救済と推進（第２０条－第２１条） 

第６章 雑則（第２２条） 

附則 

 

わたしたち南砺市民は、子どもも大人も一人の人間として尊重され、すべての子ど

もが自由と平和、人とのつながり、幸せを感じながら、心豊かに生きることができる

まちづくりを目指し、国際連合が１９８９年に採択した児童の権利に関する条約（以

下「子どもの権利条約」といいます。）の理念に基づきこの条例を制定します。 

子どもは、生まれながらにして人格をもつ一人の人間として尊重されます。子ども

は、愛され、権利を保障されることで、豊かな子ども時代を過ごすことができます。

子どもは、自分の心が満たされたときに、愛着や信頼を感じ、それを分かち合うこと

を学びます。子どもは、いかなる差別も受けることなく自分が受け入れられ、喜ばれ

ていることを知ることで、自分の考えをもち、自分の思いを表現し、自分らしく生き

る力を育みます。 

子どもの発達と成長のためには、守り支える大人が必要です。大人は、子どもが安

心できる環境と、様々な経験が出来る機会を作り、子どもが自分自身の思いや考えを

表現できるよう支援します。大人は、子どもに対して一方的な考えを押し付けること

なく、子どもの思いを尊重し子どもの意見に耳を傾けます。子どもの権利を守ること

は、社会の幸せにつながります。子どもにとってやさしい世界は、 大人にとってもや

さしい世界です。 

この条例の制定を通して家庭、学校、地域等、社会全体で総合的に連携を取りなが

ら、子どもの心身の発達と幸福感の増進、自律心と挑戦心の育成を図ります。子ども

が地域の宝として社会全体から愛情を受け、健やかに成長する南砺市、誰一人取り残

さない、幸せを感じられる南砺市を目指します。 



 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもの権利条約の理念に基づき、子どものもつ権利を保障し、

一人一人が人として生きるために誰もが心豊かに成長できるまちづくりに市と市

民が協働で取り組むことを目指します。 

（定義） 

第２条 この条例において、子どもとは、１８歳になっていないすべての人をいいま

す。ただし、これらの人と等しく権利を認めることがふさわしい人も含みます。 

２ この条例において、子どもの最善の利益とは、どのような場面でも子どもの意見

を踏まえ、子どもの幸せを第一に考えることをいいます。 

第２章 子どもと権利 

（子どもがもつ権利） 

第３条 子どもは、生まれながらに大切な権利を保障されます。 

（生きること） 

第４条 子どもは、命と心を大切にされます。 

２ 子どもとその家族は、国籍、言語、宗教、出身、性別、障がい、財産その他の置

かれている状況によるいかなる差別や不利益を受けません。 

３ 子どもは、日常の衣食住を保障され、安心して暮らすことができます。 

（育つこと） 

第５条 子どもは、もって生まれた力を発揮し、自分らしく成長し、家族や友達と心

身ともに楽しく健やかに生活をすることができます。 

２ 子どもは、一人一人の人格を尊重され、子どもであることを理由に否定されるこ

となく、自分の思いを自由に表すことができます。 

３ 子どもは、興味関心を広げ、教育を受け、学ぶことができ、遊んだり休んだりし

ながら育つことができます。 

４ 子どもは、必要に応じて医療や療育を受け、困ったときには相談し、安心して成

長することができます。 

（守られること） 

第６条 子どもは、暴力を受けたり大切なものを奪われたりせず、有害なことから守

られる権利を保障されます。 

２ 子どもは、家族や友達、子どもを取り巻く関係機関等によって、心と体が傷つけ



られないように守られます。 

３ 子どもは、困りごとや悩みごとがある時に、個人情報や秘密を守られ、一方的な

意見の押し付けや決めつけのない、適切な相談を受けることができます。 

（参加すること） 

第７条 子どもは、自分の意見を伝え、仲間をつくることができます。 

２ 子どもは、様々な活動に参加することができます。 

   第３章 大人の役割 

（大人の役割） 

第８条 大人は、子どもを一人の人間として尊重し、一人一人が自分らしく成長でき

るようにその発想を受け止め、話を聞き、共に考え、関わり続けます。 

２ 大人は、子どもが心身ともに健康に育つために、子どもにとっての最善の利益を

図ります。 

（保護者の役割）  

第９条 保護者は、その養育する子どもに対して責任と義務があります。子どもに関

心をもって接し、心身ともに健康な子どもを育てます。 

２ 保護者は、子どもの生活の場が、安心して眠り、食べることができ、心のよりど

ころとなる居場所になるよう努めます。 

（子どもの保育、教育、療育に関わる大人の役割）  

第１０条 子どもが通う教育機関等の設置者、管理者、職員は、子どもの人格形成に

影響をあたえることを自覚して、子どもに関わります。 

２ 子どもが通う教育機関等の設置者、管理者、職員は、子どもの心に目を向け、自

由に感じ、考え、学ぶことを保障し、一人一人に応じて支援します。 

（子どもに関わる地域団体の役割）  

第１１条 子どもに関わる地域団体（以下「地域団体」といいます。）は、子どもが可

能性を伸ばせるように、視野を広げたり地域の伝統文化に触れたりする体験、経験、

交流の機会の提供に努めます。 

２ 地域団体は、地域の子育て世代に寄り添い、支えることに努めます。 

（市民の役割）  

第１２条 市民は、日頃の挨拶や見守りを通し、子どもの育ちに関心をもち、子ども

と共に成長していきます。 

２ 市民は、子どもが健全に育つため、子育て家庭が安心できる社会づくりに取り組

みます。 



   第４章 南砺市の環境 

（市の務め） 

第１３条 市は、誰もが心豊かに成長できるまちづくりの実現のために、必要な施策

に取り組みます。 

２ 市は、施策の推進に関わる広報活動に努めます。 

３ 市は、子どもが権利の主体として尊重されることを認識し、子どもが意見や考え・

思いを表明することができ、かつ、その意見や考え・思いがまちづくりに反映され

るよう、必要な環境の整備を図ります。 

 （日常の環境） 

第１４条 市は、子どもの命を守ることができる健全な成長に配慮した環境を整え、

子どもが自らの命を守る学びの経験を奪うことなく、生きる力を身につけるよう支

援します。 

２ 市は、子どもが主体的に行動し、成長することができる南砺市各地域の特色を活

かした環境を作ります。 

３ 市は、保護者や地域団体など子どもに関わる大人を支援します。 

（居場所づくり） 

第１５条 市は、学校と家庭以外にも一人一人が居心地の良い居場所を築くことを支

援します。 

（情報共有） 

第１６条 市は、子どもの成長と生活に関わる情報を集約し、必要とする人に届けら

れるよう広報周知活動に努めます。 

２ 市は、子どもが自ら情報を集め、選択・判断する力を身につけられるよう関わり

ます。 

 （参加の機会の保障） 

第１７条 市は、子どもに関することは、子どもの意見を聞き、その意見が反映され

るように努めます。 

 （人権侵害の対応） 

第１８条 市は、いじめ・体罰・虐待等の人権侵害を見過ごしません。 

２ 市は、人権侵害が起こったときに、子どもと、子どもに関わる大人を速やかに支

援し、心の回復に努めます。 

（普及・啓発） 

第１９条 市は、子どもの権利条例を広報し、学習の機会を提供することで、継続し



た市民意識の醸成に取り組みます。 

   第５章 権利の救済と推進 

 （相談と救済） 

第２０条 市は、子どもも大人も不安や悩みをもったときに相談できる体制を整えま

す。 

２ 市や関係団体は、相談内容に応じて必要な連携を取り状況の改善に努めます。 

（子どもの権利委員会） 

第２１条 市は、誰もが心豊かに成長できるまちづくりを総合的に、そして継続的に

推進するとともに、この条例による施策の実施状況を検証するため、南砺市子ども

の権利委員会（以下、「委員会」といいます。）を置きます。 

２ 委員会は、この条例の趣旨の実現に向けた協議検証を定期的に行います。 

第６章 雑則 

（委任） 

第２２条 この条例で定めることがら以外で必要なことがらは、市長が別に定めます。

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



南砺市子どもの権利条例(仮称)素案について 

次回策定委員会にて下記１２点の対応を検討 
 

意見 検討内容 

前文 

５段落目 

※前回から引き続き検討のもの 

自律心と挑戦心の育成（前文最後の一文）の

記載について 

削除します。 

前文 

１段落目 

４段落目 

第１章 

・「…まちづくりを目指し、…児童の権利に

関する条約の理念に基づきこの条例を制定

します」とあるが、子どもの権利を保障する

ための条例であり、まちづくりのための条

例ではないのではないか。  

→表記に変更が必要か検討 

例）「…理念に基づき」の後に「、子

どもの権利を保障することを目的とし

て、」と追記するなど 

・別紙①②③参照 

 

第１章 

第１条 

こども基本法についての記載について検討

が必要です。 

「こども基本法（令和４年法律第７７

号）」を追記します。 

第１章 

第２条 

こども基本法に基づくのであれば、表記に

ついて検討が必要です。 

こども基本法にならい、「この条例に

おいて「子ども」とは、心身の発達の

過程にあるものをいいます。」に変更

します。 

第１章 

第２条 

２ 

「最善の利益」について、この条文のみに

存在しますので、定義規定に置く意義が無

いと存じます。 

必要と目す場合は、別の規定の仕方がある

と存じます。 

第８条２項の表記を最善の利益に修正 

 

第２章 

第６条 

 

第3条が権利をもちます。と変更になったの

なら、第6条も権利を保障されます。ではな

く、権利をもちます。にしてもいいのではな

いか。 

第６条も統一し、「もちます」に変更

します。 

第２章 

第６条 

２ 

子どもを取り巻く関係機関等についての想

定について記載がありません。 

→表記に変更が必要か検討 

案を記載。 
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第２章 

第７条 

２ 

第7条2の様々な活動が何をさすのか不明瞭

で他の文章に比べ伝えたいことが明確でな

いと思いました。 

「多様な社会的活動」に変更します。 

第３章 

第８条 

第１１条 

第11条の「子供が可能性を伸ばせるように

視野を広げたり、経験、交流の機会の提供に

努めます。」は、保護者、教育機関も含めて

実施することであると考えますので、大人

の役割として、第８条3項に追加記載すべき

と思います。 

また、第１１条は、「地域団体は、地域の伝

統文化に触れたり、近隣や関係団体との交

流の機会の提供に努めます。」のように修正

すればよいのでは、と提案します。 

→表記に変更が必要か検討 

 

第３章 

第８条 

第１２条 

第８条の大人の役割と第１２条の市民の役

割は対象の違いがわかりにくいと思いま

す。 

大人は第９条から第１２条まですべて

の人が含まれます。 

→表記に変更が必要か検討 

第３章 

第９条 

項建てとされた方がよろしいかと存じま

す。 

項建てとします。 

第３章 

第８条 

第２項 

 

第９条 

第２項 

第9条の保護者の役割にて「心身ともに健康

な子どもを育てます」という表現が、障害の

あるお子さんを育てている保護者に配慮が

足りないのではと思いました。「健康」とい

う言葉の定義を記載するか、表現を変える

のが望ましいと思います。 

「健康」から「健やか」に変更をしま

す。 

 

 

条例全般 条例の規定としては、表現が分かりにくい。 

「虐待、体罰、いじめを受けないこと」「適

切な医療が受けられること」などはっきり

と明記すべき。一読して意味が分かり、誰が

読んでも同じ意味に解される表現であるべ

き。 

→表記に変更が必要か検討 

例）保障する権利内容をシンプルに示

し、ガイドブックで詳細について解説

するなど 

 

 

 



検討事項(追加) 

 

①南砺市には既に「まちづくり基本条例」があるので、本条例は 

「子どもの権利を守る、保障する」ために策定することを明確に示す。 

 

 ∴大人の思い（これ自体多様ですが）を押し出すような表現は避け、子どもを主体とする 

表現になっているか、全体を確認する必要あり 

   →「わたしたちは、……つくります」と宣言する場合、「わたしたち」には子どもも   

含まれることを明示しないと、「大人が考える価値」を子どもに押し付ける内容だ 

と誤解される 

 

②「条例＝法規」なので「主観的」「多義的」な表現は避ける。 

 

∴前文の「地域の宝」「幸せを感じ」等は言い換えが必要 

   →（例えば、順に）「一人ひとりがかけがえのない存在として」 

            「子どもが自己肯定感をもてる」 

   ⇒「自分が受け入れられ、喜ばれていることを知ることで」は削除 

 

③前文第 5 段 

 「わたしたちは、家庭、学校、地域等、社会全体で総合的に連携を取りながら」とあるが、

「市」は入れなくてもよいか？ 

 （第 4 章はほとんど、市の役割・責任が明記）  

 

④語句の不統一がある（ほかにも？） 

 ・「家庭」か「家族」か 

  前文には「家庭」とあり、他の条文に「家族」もある。 

  

⑤重複する条文がある（＝すみわけが不明確） 

 ・第 10 条と第 13 条の違いが不明確 

  →第 13 条（市民の関わり）2 項 

「子育て家庭が安心できる社会づくりに取り組みます」とは、具体的にはどのような 

施策が想定される？市民への締め付けにならないか？ 

 

  →他方、町内会での子ども活動は、第 11 条で保障されるはず 

  （第 10 条は削除できないか？）。  



南砺市子どもの権利条例（仮称）素案 

 

目次 

 前文 

第１章 総則（第１条・第２条) 

第２章 子どもと権利（第３条－第７条） 

第３章 大人の役割（第８条－第１２条） 

第４章 南砺市の環境（第１３条－第１９条） 

第５章 権利の救済と推進（第２０条－第２３条） 

第６章 雑則（第２４条） 

附則 

 

わたしたちは、子どもが地域の宝として社会全体から愛情を受け、健やかに成長す

る南砺市、誰一人取り残さない、幸せを感じられる南砺市をつくります目指します。 

子どもは、生まれながらにして人格を持つ一人の人間として尊重されます。子ども

は、愛され、権利を保障されることで、豊かな子ども時代を過ごすことができます。

子どもは、自分の心が満たされたときに、愛着や信頼を感じ、それを分かち合うこと

を学びます。子どもは、いかなる差別も受けることなく自分が受け入れられ、喜ばれ

ていることを知ることで、自分の考えを持ち、自分の思いを表現し、自分らしく生き

る力を育みます。 

子どもの発達と成長のためには、守り支える大人が必要です。大人は、子どもが安

心できる環境と、様々な経験が出来る機会を作り、子どもが自分自身の思いや考えを

表現できるよう支援します。大人は、子どもに対して一方的な考えを押し付けること

なく、子どもの思いを尊重し、子どもの意見に耳を傾けます。子どもの権利を守るこ

とは、社会の幸せにつながります。子どもにとってやさしい世界は、 大人にとっても

やさしい世界です。 

わたしたち南砺市民は、子どもも大人も一人の人間として尊重され、すべての子ど

もが自由と平和、人とのつながり、幸せを感じながら、心豊かに生きることができる

まちづくりを目指します。 

わたしたちは、家庭、学校、地域等、社会全体で総合的に連携を取りながら、国際

連合が１９８９年に採択した児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号。以下「子

どもの権利条約」といいます。）の理念に基づき、子どもの心身の発達と幸福感の増進、

黄…修正案 

青…検討中 

  検討後削除 

緑…指摘箇所 
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自律心と挑戦心の育成を図るため、この条例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、一人一人が人として生きるために誰もが心豊かに成長できるま

ちづくりを市と市民が協働で取り組むことを目指し、子どもの権利条約とこども基

本法（令和４年法律第７７号）に基づき、子どもの持つ権利を保障します。 

（定義） 

第２条 この条例において「子ども」とは、心身の発達の過程にあるものをいいます。 

２ この条例において「子どもの最善の利益」とは、どのような場面でも子どもの意

見を踏まえ、子どもの幸せを第一に考えることをいいます。 

第２章 子どもと権利 

（子どもがもつ権利） 

第３条 子どもは、生まれながらに大切な権利を持ちます。 

（生きること） 

第４条 子どもは、命が守られ、心と体を大切にされます。 

２ 子どもとその家族は、国籍、言語、宗教、出身、性別、障がい、財産その他の置

かれている状況によるいかなる差別や不利益を受けません。 

３ 子どもは、日常の衣食住を保障され、安心して暮らすことができます。 

（育つこと） 

第５条 子どもは、もって生まれた力を発揮し、自分らしく成長し、家族や友達と心

身ともに楽しく健やかに生活をすることができます。 

２ 子どもは、一人一人の人格を尊重され、子どもであることを理由に否定されるこ

となく、自分の思いを自由に表すことができます。 

３ 子どもは、興味関心を広げ、教育を受け、学ぶことができ、遊んだり休んだりし

ながら育つことができます。 

４ 子どもは、必要に応じて医療や療育を受け、困ったときには相談し、安心して成

長することができます。 

（守られること） 

第６条 子どもは、暴力を受けたり大切なものを奪われたりせず、有害なことから守

られる権利を持ちます。 

２ 子どもは、心と体が傷つけられないように、家族や友達、［子どもを取り巻く（大

人 or 関係機関等）］または［周囲の大人］によって守られます。 
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３ 子どもは、困りごとや悩みごとがある時に、個人情報や秘密を守られ、一方的な

意見の押し付けや決めつけのない、適切な相談を受けることができます。 

（参加すること） 

第７条 子どもは、自分の意見を伝え、仲間をつくることができます。 

２ 子どもは、多様な社会活動に参加することができます。 

   第３章 大人の役割 

（大人の役割） 

第８条 大人は、子どもを一人の人間として尊重し、一人一人が自分らしく成長でき

るようにその考えや思い発想を受け止め、話を聞き、共に考え、関わり続けます。 

２ 大人は、子どもが可能性を伸ばし、心身ともに健やか健康に育つために、子ども

にとっての最善の利益を図ります。 

（保護者の役割）  

第９条 保護者は、その養育する子どもに対して責任と義務があります。 

２ 子どもに関心をもって接し、心身ともに健やかな子どもを育ちを支援します。 

３ 保護者は、家庭子どもの生活の場が、安心して眠り、食べることができ、心のよ

りどころとなる居場所になるよう努めます。 

（子どもの保育、教育及び療育に関わる大人の役割）  

第１０条 子どもの保育、教育及び療育に関わる大人は、その行動が子どもの人格形

成に影響をあたえることを自覚して、子どもに関わります。 

２ 子どもの保育、教育、療育に関わる大人は、子どもの心に目を向け、自由に感じ、

考え、学ぶことを保障し、一人一人に応じて支援します。 

（子どもに関わる地域団体の役割）  

第１１条 子どもに関わる地域団体（以下「地域団体」といいます。）は、子どもが可

能性を伸ばせるように、視野を広げたり地域の伝統文化に触れたりする体験、経験

及び交流の機会の提供に努めます。 

２ 地域団体は、地域の子育て世代に寄り添い、支えることに努めます。 

   第４章 南砺市の環境 

（市の務め） 

第１２３条 市は、誰もが心豊かに成長できるまちづくりの実現のために、必要な施

策に取り組みます。 

２ 市は、施策の推進に関わる広報活動に努めます。 

３ 市は、子どもが権利の主体として尊重されることを認識し、子どもが意見や考え
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又は思いを表明することができ、かつ、その意見や考え又は思いがまちづくりに反

映されるよう、必要な環境の整備を図ります。 

（市民の関わり役割）  

第１３２条 市民は、日頃の挨拶や見守りを通し、子どもの育ちに関心をもち、子ど

もと共に成長していきます。 

２ 市民は、子どもが健やか全に育つため、子育て家庭が安心できる社会づくりに取

り組みます。 

 （日常の環境） 

第１４条 市は、子どもの命を守ることができる健全な成長に配慮した環境を整え、

子どもが自らの命を守る学びの経験を奪うことなく、生きる力を身につけるよう支

援します。 

２ 市は、子どもが主体的に行動し、成長することができる南砺市各地域の特色を活

かした環境を作ります。 

３ 市は、保護者や地域団体等子どもに関わる大人を支援します。 

（居場所づくり） 

第１５条 市は、学校と家庭以外にも一人一人が居心地の良い居場所を築くことを支

援します。 

（情報共有） 

第１６条 市は、子どもの成長と生活に関わる情報を集約し、必要とする人に届けら

れるよう広報及び周知活動に努めます。 

２ 市は、子どもが自ら情報を集め、選択し、又は判断する力を身につけられるよう

関わります。 

 （参加の機会の保障） 

第１７条 市は、子どもに関することは、子どもの意見を聞き、その意見が反映され

るように努めます。 

 （人権侵害の対応） 

第１８条 市は、いじめ、体罰、虐待等の人権侵害を見過ごしません。 

２ 市は、人権侵害が起こったときに、子どもと、子どもに関わる大人を速やかに支

援し、心の回復に努めます。 

（普及及び啓発） 

第１９条 市は、この条例を広報し、学習の機会を提供することで、継続した市民意

識の醸成に取り組みます。 
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   第５章 権利の救済と推進 

 （相談と救済） 

第２０条 市は、子どもや大人が不安や悩みをもったときに相談でき、救済される体

制を整えます。 

２ 市や関係団体は、相談の内容に応じて必要な連携を取り、状況の改善に努めます。 

（子どもの権利委員会） 

第２１条 市は、誰もが心豊かに成長できるまちづくりを総合的に、かつ、継続的に

推進するとともに、この条例による施策の実施状況を検証するため、南砺市子ども

の権利委員会（以下「委員会」といいます。）を置きます。 

２ 委員会は、この条例の趣旨の実現に向けた協議及び検証を定期的に行います。 

３ 委員会の委員は、１４人以内とします。 

４ 委員は、人権、保健医療、福祉、教育等の子どもの権利にかかわる分野において

学識のある者や市民のなかから市長が委嘱します。 

５ 委員の任期は、３年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の

任期は、前任者の残りの任期の期間とします。ただし、再任を妨げるものではあり

ません。 

６ 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。 

７ 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で

定めます。 

（委員会の職務） 

第２２条 委員会は、市長の諮問を受けて、又は委員会の判断で、子どもの権利に関

する施策や計画についての調査や審議を行います。 

２ 委員会は、調査や審議を行うにあたって、必要に応じて子どもをはじめ、市民か

ら意見を求めることができます。 

（答申及び提言並びにその尊重） 

第２３条 委員会は、調査や審議の結果を市長その他執行機関に報告し、答申及び提

言します。 

２ 市長その他執行機関は、委員会からの報告や答申及び提言があったときは、これ

を尊重し、必要な措置をとります。 

第６章 雑則 

（委任） 
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第２４条 この条例で定めるもの以外で必要なことは、市長が別に定めます。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行します。 

-6-



第５回策定委員会＿資料













 

 

南砺市子どもの権利条例策定委員会 

議事録 
 

 

第１回 策定委員会  P１〜６ 

第２回 策定委員会  P７〜26 

第３回 策定委員会  P27〜38 

第４回 策定委員会  P39〜46 

第５回 策定委員会  P47〜49 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３



第１回南砺市子どもの権利条例策定委員会 会議録 
 

令和３年７月３日（土）  
1４時４0 分〜1４時４５分 
於：井口つばき館    

 
参加者：(委員⻑)彼⾕環、 

(委員)明柴聰史、山下裕美、高橋佳津江、木下三喜子、榎木勝規、磯辺文雄 
   齊藤優華 
(こども課)溝口課⻑、荒井係⻑、川⽥ 

⽋席：(南砺市政策参与)明橋⼤⼆、(副委員⻑)楠井悦子 
 
１、開会 
事務局：皆さま、本日は、お忙しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。

ただいまから、第１回南砺市子どもの権利条例策定委員会を開催いたします。初回で
ございますので、委員⻑が決定するまでの間、事務局の⽅で進⾏を担当させていただ
きます。私は、南砺市教育委員会こども課⻑の溝口でございます。どうぞよろしくお
願いいたします。 
本日の会議は公開となっております。報道機関の取材を許可いたしております。また、
後日、会議録につきましても公開させていただきますのでご了承をお願いいたしま
す。また、本日の会議の予定時間でございますが、おおよそ 14：45 の終了を予定し
ておりますので、円滑な進⾏にご協力をお願い申し上げます。 

 
２、委嘱書交付 
事務局：まずはじめに、委嘱書の交付を⾏います。市⻑が順にお席の前に⽴ちますので、そ

の場でご起⽴をお願いいたします。 
 
   （市⻑より⼀⼈⼀⼈⼿渡し） 
 
事務局：ここで資料３P の委員名簿の順に従い、委員の皆さまのご紹介をさせていただきま

す。 
   学識経験者として、富山国際⼤学彼⾕環様、富山短期⼤学明柴聰史様、関係諸団体と

して、だれでもハウス“めぐみ”木下三喜子様、成和学舎榎木勝規様、寺子クラブ・寺
子こどもえん齊藤優華様、アフタースクールあおむし＆さなぎ山下裕美様、公募委員
として磯辺文雄様、高橋佳津江様。なお、とやま子どもの権利条約ネットの楠井悦子
様は本日⽋席となります。 

   本日は、９名中８名のご出席をいただいており、資料の P1〜2 にあります南砺市子
どもの権利条例策定委員会設置要綱第６条第２項により、委員の出席が過半数に達
し成⽴しておりますことをご報告いたします。 



続きまして、南砺市側の出席者及び事務局の紹介をさせていただきます。⽥中市⻑で
ございます。村上教育部⻑、こども課の荒井主幹、同じく川⽥主任です。 
なお、松本教育⻑は本日別の公務のため⽋席しておりますが、次回から出席させてい
ただきます。 
 

３、市⻑挨拶 
事務局：それでは、第 1 回の委員会開催にあたり、⽥中市⻑からごあいさつを申し上げま

す。 
市⻑：⼤変暑い日になりました。本日は土曜日であります。お忙しい中お集まりいただき、

今回の委員に就任いただき、誠にありがとうございます。今回の条例制定につきまし
ては、文章をみんなで作り上げるだけでなく、真の子育て、子どもたちのための条例、
子育てにかかる⼤⼈のための条例ということで、２年間くらい時間がかかることと
思いますが、よろしくお願いいたします。メッセージで参加いただくと思いますが、
明橋⼤⼆政策参与にもたくさんのアドバイスをいただいていることをこの場を借り
てお礼申し上げます。子どもの権利条例ということで、２年くらい前になりますが、
子どもが南砺市で育ちたいまちをつくりたいという思いをもっておりまして、子ど
もがどういう地域だと育ちたいと思うか。そんな課題をもっており、明橋先生に申し
上げたことがありました。明橋先生からのアドバイスとして、国連「子どもの権利条
約」というものがあることを聞きました。子どもにも権利があるんだと聞き、そうい
ったことをしっかりと理解できる社会、もしくは子どもが育っていく中で、親や、子
どもに関わる⼈たちがどのように「子どもの権利」をとらえていくかが⼤切であると
思いました。それからスタートし、昨年はコロナ禍で⼤変厳しい中ではありましたが、
全国から先進の⽅たちにもお集まりいただき、盛⼤に「子どもの権利条約全国フォー
ラム」を開催することができました。また、最近、流れとして、国で子ども庁の話題
がでたり、富山県としても子どもに関する動きがでてきました。このような時期に南
砺市が子どもの権利条例を作ろうとするのはタイミングがよかったのかと思ってい
ます。県内では、射水市や魚津市にすでに条例があり、遅れていたのかと思う面もあ
りますが、今の社会情勢に⼀番⼤切な「子ども」ということが抜けているのではない
か、過去と現在の環境が異なる中で取り組んでいくかを私もいっしょに勉強してい
きたいと思います。 

  まずは、子どもたちがどのような環境で育っていくか順番をおって考えていきた
いと思います。まずは、お⽗さんとお⺟さんがいて、家庭で生まれ、新たな⼈生をス
タートさせます。現代は、すぐに保育園など、家庭から少し離れたコミュニティに入
り育っていきます。そして、⼩学校、中学校と地域で進学し、成⻑していきます。そ
の中で、塾の先生や保育園の先生、学校の先生など、いろんな⽅々が関わりながら⼀
⼈の⼤切な宝物を育てていきます。この育てあげていくプロセスを真剣にとらえて
いき、地域として、社会として、⾏政としてしっかりサポートをする、みんなで取り
組んでいけるよう、条例の条文だけでなく、何をしていけるのかを皆様から教えてい
ただきたいと思います。 



 この事業には、子どもたちの参画や、⼤学の先生⽅の協力もあり、短⼤生の皆さん
の協力もいただくと伺っております。南砺らしい、そして子ども庁ができることを踏
まえ、日本の先進的な事例となる条例を作っていただきたい。そして、それをもって、
⼈口は少ないけれど、子どもたちが「南砺で育ってよかった」と思えるようなまちづ
くりにとりくんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 
事務局：ありがとうございました。 
 
４、ビデオメッセージ 
事務局：次に、本日は残念ながら⽋席でございますが、南砺市政策参与であり、本委員会の

スーパーバイザーである、真生会富山病院⼼療内科部⻑の明橋⼤⼆先生より、ビデオ
メッセージをいただいておりますのでご紹介いたします。 

 
   （明橋政策参与ビデオメッセージ放送） 
   こんにちは、南砺市政策参与、真生会富山病院⼼療内科部⻑の明橋⼤⼆です。今日は

残念ながら参加できませんでしたが、ビデオメッセージを送らせていただきます。今
回、南砺政策参与として、⽥中市⻑から⼤きな宿題をいただきました。子どもが南砺
市で育ってよかったなと思うまちにしたい。ということでした。今まで、「子育てし
やすいまち」や、「子育てしやすい地域」という⼤⼈に向けたいろんな自治体の取り
組みがありました。しかし「子育てしやすい」だと、これは、⼤⼈が主体です。そう
ではなく、これから先の社会で生きていくのは子どもたちであるということです。子
どもが「南砺市で育ちたい」「この地域に住みたい」と思うまちをつくりたいという
願いでした。そのためには、しっかりと子どもの意見や話をしっかりと聞く必要があ
ると思います。しかし、我々は、多くの⼈が「子どもの話を聞く」と言っていながら
も、そういう仕組みが整っていないという現状があると思います。「子どもの権利条
約」というのは、子どもの「意見表明権」や「子どものことは子どもにきく」という
ことをスローガンに、グローバルスタダートとして、世界で共通認識されています。
南砺市でも、子どもの権利条約をもとに、南砺市子どもの権利条例を作っていただき、
子どもの声に耳を傾けるというみんなの共通認識になり、これからの南砺市のまち
づくり、地域づくりに⼤きな原動力にしてほしいと思います。今回いよいよスタート
するということで、おじゃましたかったです。みんなで知恵を絞って、ぜひ、活発な
議論をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 
５、委員⻑及び副委員⻑の選出について 
事務局：それでは続きまして、委員⻑及び、副委員⻑選出について、でございます。策定委

員会設置要綱第５条第２項の規定により「委員⻑は委員の互選により定める」とあり
ます。いかが取り計らいいたしましょうか？ 

委員 A：「子どもの権利条約」について見識が深く、富山国際⼤学の子ども育成学部教授で
あられます、彼⾕環委員が適任かと思います。 



   （拍⼿） 
事務局：ただいま彼⾕環委員が、適任ではないかという意見があり、拍⼿で答えていただき

ました。委員⻑には彼⾕委員が選出されたということで、よろしくお願いいたします。 
続いて、副委員⻑については、同じく策定委員会設置要綱第５条第２項に「委員⻑が
指名する」とありますので、彼⾕委員⻑から指名をお願いします。 

委員⻑：それでは、本日⽋席されておられますが、富山県で初めてとなる旧⼩杉町の子ども
の権利に関する条例の策定で実⾏委員を務められており、現在も「富山子どもの権利
ネット」で子ども委員とともにご活躍されている楠井悦子委員を指名したいと思い
ます。 

事務局：それでは、委員⻑から指名がありましたので、楠井悦子委員が副委員⻑と決定いた
しました。 
それでは、彼⾕委員には、委員⻑席に移動していただき、委員⻑就任のご挨拶をお願
いしたいと思います。 

委員⻑：それでは、改めまして、ただいま委員⻑に選出していただきました富山国際⼤学の
彼⾕と申します。どうぞよろしくお願いいたします。委員⻑という⼤役を仰せつかり
身の引き締まる思いです。 

   今回、南砺市で県内３番目となる子どもの権利条例制定を目指し、そして子どもたち
自身が制定に関わっていくという⽅法を聞き、⼼からワクワクすると共に、それに関
わる責任の重さとともに、この南砺市の条例が県内の他の自治体が条例を制定する
際のロールモデルになるとよいなと感じています。そして、南砺市の条例づくりを通
して、⽥中市⻑、明橋先生がおっしゃられていた「子どもが育ちたい地域」となるよ
うに、そしてこちらで生活していく⼈が⼀⼈でも多く増えていくような条例づくり
を目指していきたいと思います。ぜひ、皆様のお力をお貸しいただき、より良いもの
が作られるように取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

事務局：ありがとうございます。この先の進⾏については、委員⻑にお願いいたします。 
委員⻑：それでは、ここから進⾏を務めさせていただきます。 
 
６、協議事項 
（１）南砺市子どもの権利条例づくり事業について 
委員⻑：それでは事務局より説明をお願いします。 
事務局：（資料１により説明） 

・策定委員会設置要綱第６条の規定 
「委員会に、必要に応じワーキンググループを置くことができる」 

→３つの部会を置く 
・委員⻑、副委員⻑は、策定委員会の運営、調整等に専任 
・それ以外の委員の⽅々には、それぞれの部会の意見を策定委員会に反映させるため各

ワーキンググループの代表を担っていただきたい 
委員⻑：今ほどの説明があった通りですが、何か質問はありますでしょうか。 
   また、気になる点がありましたら事務局までお願いします。 



 
（２）条例骨子案について 
委員⻑：事務局より説明をお願いします。 
事務局：（資料２により説明） 
委員⻑：以上について質問、ご意見はありますでしょうか？ 
   しばらく待って、無いようですので次に進めます。 
 
７、今後のスケジュールについて 
委員⻑：事務局よりお願いします。 
事務局：（資料３により説明） 
   ・次回の策定委員会は、１２月を予定 

それまでに、３回のワーキンググループ及び先進地川崎市との zoom 研修を実施 
内容を踏まえて作成された、南砺市子どもの権利条例(案)について検討 

・今後、委員会開催の他、事前にメール等でのやり取りにより、ワーキンググループ
の経過報告、条例素案等を送付させていただきますので、ご意見をこども課へ返送 

委員⻑：ありがとうございました。只今の説明について質問、ご意見はありますでしょう
か？私から１点お願いします。 

   １１月２９日に実施される先進地川崎市との zoom 研修について、出席者はどのよう
な⽅でしょうか。 

事務局：こちらの研修については、平日の開催であり、自由参加で⾏います。保育士、教職
員の⽅、庁内組織として各部の⽅にも可能な⽅には声をかけていきたいと思います。
委員の皆様、ワーキンググループの皆様におかれましても、ご都合がつく⽅にはぜひ
参加し、共有していただきたいです。 

委員⻑：ありがとうございました。他にありますでしょうか。 
しばらく待って無いようですので、以上で、すべての事項について終了させていただ
きます。進⾏にご協力いただきましてありがとうございました。 

   これにて進⾏を事務局にお返しします。 
 
８、閉会 
事務局：どうもありがとうございました。 
   資料６・７ページにワーキンググループのメンバーが記載されています。ワーキング

グループの担当として、策定委員の皆様の担当についても承認いただいたというこ
とで（案）を消していただきますようお願いします。 

   また、骨子案についても、これからワーキンググループで検討し、策定員会でさらに
検討しながらすすめていきたいと思います。 
では、最後に委員⻑から閉会のご挨拶をいただきます。 

委員⻑：皆様、本日は、お休みのところ南砺市子どもの権利条例第１回策定員会にお集まり
いただき誠にありがとうございました。また、熱⼼にご協力いただき誠にありがとう
ございました。これから約２年間にわたり、各分科会ごとにていねいな意見交換がな



されていくかと思います。南砺市ならではの条例づくりを目指して、皆様と協力して
進めていきたいと思います。ありがとうございました。 

事務局：以上をもちまして、第１回策定委員会を閉会いたします。 



第２回南砺市子どもの権利条例策定委員会 会議録 
 

令和３年１２月２６日（日）    
９時３0 分〜１２時００分     
於：南砺市井波総合文化センター 

 
参加者：(南砺市政策参与)明橋⼤⼆、(委員⻑)彼⾕環、(副委員⻑)楠井悦子、 

(委員)明柴聰史、山下裕美、高橋佳津江、木下三喜子、榎木勝規、 
       磯辺文雄、齊藤優華 

(こども課)村上部⻑、荒井係⻑、川⽥主任 
 

１、開会 
事務局：皆さま、本日は、お忙しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。 

ただいまから、第２回南砺市子どもの権利条例策定委員会を開催いたします。 
開会に先⽴ちまして彼⾕委員⻑からご挨拶をいただきます。 

委員⻑：〜挨拶〜 
事務局：ありがとうございました。 
   出席者の確認をいたします。 
 
   南砺市政策参与 明橋⼤⼆先生 
   子どもの権利条例策定委員会 委員⻑ 彼⾕環先生 
   副委員⻑ 楠井悦子さん 
   子ども部会 代表 明柴聰史先生は雪のため、オンライン参加となります。 

副代表 山下裕美さん 
   ⼈づくり部会 代表 高橋佳津江さん、副代表 木下三喜子さん 

環境づくり部会 代表 榎木勝規さん、副代表 磯辺文雄さん、齊藤優華さん 
 
   本日は、９名中９名のご出席をいただいており、南砺市子どもの権利条例策定委員会

設置要綱第６条第２項により、委員の出席が過半数に達し成⽴しておりますことを
ご報告いたします。  
続きまして、南砺市側の出席者及び事務局の紹介をさせていただきます。 
村上教育部⻑、こども課 荒井主幹、同じくこども課の川⽥です。 
また、本日の会議の予定時間でございますが、おおよそ 12：00 の終了を予定してお
りますので、円滑な進⾏にご協力をお願い申し上げます。 
それでは、「南砺市子どもの権利条例策定委員会設置要綱」第６条により、「委員会の
会議は、委員⻑が招集し、その議⻑となる。」とありますので、ここからは彼⾕委員
⻑に議事の進⾏をお願いしたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 

 



２、協議事項 
(１)南砺市子どもの権利条例全体像について 
委員⻑：協議事項に入ります。 
   事務局より説明をお願いします。 
事務局：（資料１により全体を説明） 
   ・策定委員会・ワーキンググループ体系図について説明 
   ・条例の構成 
委員⻑：質問、ご意見はありますでしょうか？ 
政策参与：条例の名前は決定しているのでしょうか？ 
事務局：条例の文の見直しについては、名称についても含まれています。南砺市の条例の名

前と子どもの権利委員会については案となっており、案として記載してあります。 
政策参与：⼀つお願いです。すべての子どもたちの未来にとありますが、未来に希望をもて

ることについては、よく言われますが、子どもは今を生きる主体です。今が幸せでな
いと未来に希望を持つことができません。未来だけでなく「今」を⼤切にしてほしい
です。 

   今、いじめ、虐待などで辛い環境にある子どもは、未来に希望を持つことができませ
ん。今を救う必要があります。今を幸せにできた結果、未来に希望が持てるというこ
とを前提においていただきたいです。 

委員⻑：ほかの皆様いかがでしょうか。 
委員 E：今ほどの意見に賛成です。ただ、権利条例にしたときの抵抗感を払拭し、「権利」

という言葉からくる間違った誤解を条例に載せないためにという配慮だと思います。
政策参与が指摘された通り、未来だけでなく、今をしっかりと充足させていくという
観点で委員からも意見が出たらいいと思います。無機的な名前でいえば、「子ども基
本条例」であると思います。ベースとなるということです。子どもに関するあらゆる
部署が集約され、統合されている。それをもっといいネーミングになればいいとおみ
ます。 

委員⻑：なかなか、「権利」という⽤語に対する抵抗感が強いということ自体、残念という
気持ちもあります。本質的なことをどのように浸透させていくかということで皆さ
んから言葉の使い⽅についてご意見をいただければと思います。 

   名称についてはどうしましょうか。 
政策参与：まずは、「子どもの権利条約」に書かれた精神を踏まえ、いろいろ議論し、名称

が「子どもの未来づくり条例」となるならよいが、背景を踏まえることをしていただ
きたいし、委員 E さんがおっしゃられるように配慮は必要であると思います。すべ
ての子どもたちが今を幸せに生き、未来に希望が持てるようにとするなど意図が伝
わるようにすることが必要かと思います。 

委員⻑：今の具体的なご提案についていかがでしょうか。 
委員 E：願いについて、⼀番最初に「未来に希望がもてるように」始まるので、印象が強く

なります。「家庭や地域で健やかに元気いっぱい」というこの部分は今の状態のこと
だと思う。この文言の順番を変えるだけで意図の伝わり⽅が違うと思います。そして、



政策参与が言われた意味を追加して４段にするなど、伝えることが必要であると思
います。 

委員⻑：時系列を変えていくということですね。今を幸せに生き、未来に希望が持てるよう
にという変更案が出ています。 

委員 E：今を幸せに生き、いろんなことに挑戦できるようになった結果、未来に希望がもて
るということだと思います。 

委員⻑：キーワードがいくつかでましたが、事務局で整理をお願いしたいと思います。 
 
(２)ワーキンググループ報告 
委員⻑：それでは、ワーキンググループ報告の前に、事務局から資料の説明をお願いします。 
事務局：（資料２） 
   条例案について、子どもの権利条約と⽅針が⼀致しているかの確認。 
委員⻑：それでは、各ワーキンググループからこれまでの活動報告と、条例に込めたこだわ

りやポイントについて説明をお願いいたします。 
第２章担当の子ども部会 B 委員お願いします。 

委員 B：(資料２により説明) 
    子ども部会では、必ず子どもの話を聞く、くみ取る、吸い上げることで、子どもた

ちから意見を聞いてきました。まだ、少し子どもたちの言葉が主となり、精査が完全
に終わっているわけではないため、読みにくいものがあるかもしれません。こだわっ
たところは、各項目のタイトルに権利という言葉を使っていません。最初の第２章第
４条で使⽤し、「こと」として表現をしています。意味合いがどうしても、重なる部
分もありますので、精査が必要と思っています。「生きること」「育つこと」「守られ
ること」に含まれる権利は前提・基本となる受動的な権利です。「参加すること」に
重きをおいて考えてきましたが、なかなか子どもたちにとっても意識したことがな
く難しかったように感じています。どのように表現するのかについて話し合いを重
ねてきました。加えて、「共に生きる子どもの姿」ということで、子どもたちが受動
的な権利と能動的な権利だけでなく、子どもが、自分たちが社会の参画者として生き
ていくことを目指していくのかについて第９条で表したというのが特徴であると思
います。 

   子どもたちの意見をまとめるのが難しかったのと、会を重ねるごとに子どもたちが
慣れて活発になってきて、砕けてきたところがあり、⼤⼈で集約してきたところが難
しかったです。 

事務局：それでは、こども部会の C 委員、作成された第２章について読み上げをお願いし
ます。 

委員 C：（第２章第５条読み上げ） 
   子どもの意見をたくさん入れてあります。 
   「誰かと⼀緒に」というところは、具体的に「家族や友達と」としています。 
   「自分の意見を否定されずに」「誰かに強制されずに」というところで「自由に」と

表現。 



   「好きな事やりたいことができるように」という思いは、「自分らしく」としました。 
   子どもたちから「差別」という言葉はあまり出てきませんでした。「⼤⼈と子ども」

「強い・弱い」「男・女」など差を感じることはあるとの意見はありました。差別に
ついてはたくさんの対象があげられると思います。子どもにとってわかる言葉を主
とした結果、「性別」「⼈種」を選びました。「障害」についてもあまり意見としては
出ませんでしたが、条文には３つ記載し、その他については、ガイドブックに記載す
ることで対応すると判断しました。 

事務局：（第２章第６条読み上げ） 
育つ権利で子どもたちから最も多くでた意見は「最後まで話を聞いてほしい」でした。
育っていく中でいろんなことを感じ考えているのに、決めつけられ、⼤⼈から「こう
しなさい」「そんなこと言っても」と言われると、⼼も体も育たない。「やりたいこと
ができないし、どうせ自分の言うことは聞いてももらえないと思いになるよね。」と
子ども同士で意見が交わされていました。それでは、⼤⼈に対して、どう対応してほ
しいかについては、「間違っている時もあると思うけど、最後まで話を聞いてほしい」
「いろんなことにも挑戦したい」「いろいろな思いをもっていることも知ってほしい」
「挑戦させてほしい」と意見がでました。 
⼤⼈に助けられていることを振り返り、「困っている時には相談してほしい。」「どん
な時も最後まで話を聞いてほしい。」と、それぞれが育ってきた過程を振り返りなが
ら必要な意見をまとめました。 

事務局：（第２章第７条読み上げ） 
   「守られること」とは、どういうことかを子どもたちに聞いた時、子どもから「当た

り前の日常がすごせることは守られていること」という意見がありました。「衣食住」
が基本にありながら、何が⼤切で、何がいけない事なのかを知る機会を持つことがと
ても重要であるという意見がでました。また、お医者さんに⾏き、医療を受けられる
ことなども、持病がある子は⼼配だろうという意見もでました。守られる権利のグル
ープでは、安⼼・安全についてと、平和という言葉が⼤切なキーワードとなっていま
した。 

   また、「守られる」ということから、困ったときに相談できることも⼤切であると意
見がでました。それに付随して、「相談の際は、⼀⽅的な押し付けではなく、自分の
意見を聞いてほしい。」「相談したときは、プライバシーが守られていることも⼤切。」
という意見もでました。 

委員 B：（第２章第８条読み上げ） 
   当初は子どもたちにとって「参加する」については、何かに出向くような、出席する

という意味での捉えが多かったです。しかし、回を重ねるごとに、今の段階で自分た
ちが参加できない、声が通っていないところに目を向けていきました。例えば、政治
や学校現場についてです。校則など、⼀⽅的に「こうするもの」と押し付けられてお
り、納得のいくような説明がないまま進んでいくと中学生、高校生の委員から意見が
でました。そのため、「教育」「活動」という言葉を入れました。また、「福祉」と記
載した理由は、今回、ワーキンググループに委員として参加できない乳幼児や障害の



ある子どもに配慮をしたためです。 
   ２項については、そういった子どもの意見を踏まえて広くまちづくりに繋がってい

くような⼤⼈への姿勢を踏まえたということです。 
委員 B：（第２章第９条読み上げ） 
   宣言的な意味合いが⼤きいと思います。子どもが幸せになるためには、⼤⼈も社会も

幸せになることが必要であると、１１月に開催されました川崎市 zoom 研修から思い
ました。子どもの幸せを願うことは、同時に、身近な⼤⼈や社会が幸せであることが
望まれていることが市政にも示されたらよいと思いました。また、それを叶えていく
ためにもぜひ条例に含めたいと思いました。子どもたちにも第４回のワーキンググ
ループでも説明し、話をして、出てきた言葉を条例案の中にいれてきました。子ども
たちが自分たちの意見が尊重されていくことで、自分たち自身が社会の⼀員となっ
てどんどん意見を発信していくことが影響をする。自分たちの生活や社会、地域、世
界に関⼼をもつ姿を今後目指していきたいと思い、第９条に盛り込みました。 

委員⻑：ありがとうございました。後程質疑応答をします。 
続きまして⼈づくり部会 D 委員お願いします。 

委員 D：(資料２により説明) 
   ⼈づくり部会では、⼀語⼀句言葉を選んできました。積んでは崩し、積んでは崩しを

繰り返してきました。「これでいいのか」を⾏ったり来たりしながら話し合いを⾏い
ました。例えば、第１０条１⾏目の「自分らしく」という言葉がありますが、この言
葉だけだとすべてを受け入れていいのかとなる。虐待児や発達障害児が何らかの理
由によって、学校で暴れていたとき、それがありのままの姿でいいのかということで
す。本来その子が持っている力が本当に出ている姿ではないこともあります。適切な
支援を受けて、本来の自分の持っている思いを表現できてこそありのままの姿であ
ると思います。今ある現状について「自分らしく」「ありのままの姿」が守られてい
るのかということまで話合いながら選んできました。 
第１１条の「子どもにとっての最善の利益」という言葉があります。表現が固い、何
をとらえていいのか分からない、仰々しいという意見もありました。「子どもにとっ
てももっともよいこと」という言葉もでましたが、この言葉に落ち着いたという経緯
があります。 

   保護者の役割では、当初「子どもの全⼈格」という表現がありました。⼈格形成とい
う言葉に話し合い落ち着きました。「導きます」という言葉の表現についても迷った
結果、この策定委員会で話をしてもらおうということでこのまま残してあります。 

委員 A：第１０条については、「関わり続けます」という言葉の中にも、その⼀時だけでな
く、関わり続けるということをしっかりと明記しました。そこだけのことでとらえる
のではないということです。 

委員 D：保護者の役割ですが、生活の場というのは、家庭だけでなく、その他の場所も想定
されるため、このように記載しました。 

   ⼤⼈の役割については、子どもに関わる関係者は自分のなにげない⾏動により、子ど
もを⼤きく傷つけたり、運命を変えるような⼤きな影響をあたえたりするというこ



とから、その⽴場にあることを肝に銘じていただきたいということです。自覚を持っ
ていただきたいという思いを込めています。 

   地域団体の役割については、地域づくり協議会や、児童クラブ連合会など直接子ども
に関わる⽅々です。そういった体験・経験・交流について少しずつ意味合いが違うた
め、このように記載してあります。 

   市⺠の役割ですが、市⺠とは、いろんな家があるわけで、高齢者の単身世帯など、日々
子どもに関わらない⼈もいるかと思います。そのような市⺠の⽅でも、町で子どもが
歩いている時に子どもを見守ってもらえたり、泣き声の聞こえる家を⼼配してもら
えたり、温かく見守ってもらえたらいいなということです。 

   共に生きる⼤⼈の姿についてですが、子どもも⼤⼈も幸せに暮らせる社会を目指し
ていくということが目標であると思います。今朝もテレビの放送がありましたが、ヤ
ングケアラーや、いじめ、虐待、いろんな問題があります。すべて踏まえた上で、⼀
緒に話したり苦しんだり悩んだり笑ったり支え合いながら、子どもと⼀緒に幸せに
なっていく道を⼀緒に歩んでいこうという、そんな⼤⼈であろうという文章になっ
ています。 

委員⻑：ありがとうございました。続きまして環境づくり部会 E 委員お願いします。 
委員 E：(資料２により説明) 
   環境づくり部会では、具体的に子どもの権利を実現していくための環境づくりとい

うことで、細部に入ればきりがないところがあります。したがって、今後必要な環境
について関連する不足が整備されることを視野に入れて子どもの権利における基本
発想を入れたことを理解ください。１章、２章、３章に規定された内容を受け、それ
ぞれどのように実現していくかという理念になります。 

  （第４章第１３条読み上げ） 
   骨子案について「安全な環境にします」であったが、あえて「安全」ではなく、子ど

も自らが危険を判断する経験をさせるように修正しています。これは、第２章７条に
見られるような、⼤切なことを学ぶ機会を保障するためです。⼤⼈が先走って転ばぬ
先の杖になってはいけない。子どもが関わる環境から危険を取り除き過ぎてもいけ
ません。健全な成⻑に配慮した環境が求められます。この発達、年代ごとに強要しう
る危険もあえて残した配慮を⼤⼈に求めるものになっています。 

  （第４章第１４条読み上げ） 
   もともと、８町村が合併してできた南砺市の各地域にある特色をあえて生かしなが

ら子どもが育つ環境に反映させることが書かれています。子どもに何かさせるより、
子どもが何か主体的に⾏動できる、夢中になれる種まきを⼤⼈がすることを責務と
して規定する者になっています。 
以下、条文の順番を変えて読み進めていきます。 

（第４章第１６条読み上げ） 
子どもに情報を届けるという部分を自ら集め、選択、判断できるということは、子ど
も自身が考えて発信していくうえで重要です。子どもに届く情報を完全に⼤⼈が握
っていると子どもが何か考えるときに格差ができます。子どもが自ら情報を集める



ということを保障します。それを⼤⼈が子どもにとって不要なものをフィルタリン
グすることで整備する必要があります。 

  （第４章第１７条読み上げ） 
   子どもが情報を集め、選択、判断するという経験を土台として、子ども自身が意見を

持つようになり、子どもの意見を聞くことが⼤⼈にとっても聞くに値するものだと
いう意識が⼤⼈に広まっていくことが望まれます。 

（第４章第１５条読み上げ） 
 第３章では、⼤⼈が第⼀に家庭が子どもにとって幸福を感じられる居⼼地のよい空

間となることを⼤前提としています。⼀⽅で、「今」を充実させていくためには、今
現在、そのようになっていない子どもに対して、家庭に代わる第三の居場所をきっち
り提供していけるよう、市を挙げて支援していく。第三の居場所が家庭を支援してい
くきっかけになります。あるいは、その子どもたちが将来家庭を持つ⼈となる時、原
体験となるような温かい家庭、助け合う家庭、いろいろな⼈が集い、過ごしている家
庭、そのような居場所を南砺市全体に築いていくということを理念とします。 

  （第４章第２０条読み上げ） 
   相談窓口はすでに設置されています。しかし、その相談できるハードルが高いか低い

かということです。相談しやすいということをとことん突き詰めた場合、普段から通
う居場所で相談できるという形を必ず作っていきたいと考えています。 

（第４章第１８条読み上げ） 
 この条文の語尾は強く言い切るという形で環境部会の間で⼀致しています。⼈権侵

害があったとき、子どもと⼤⼈を速やかに支援し、⼼の回復に務め、健やかな⼼を育
みます。 

  （第４章第１９条読み上げ） 
   そのような環境づくりを進めるよう、子どもの権利条例を広報し、学習の機会を提供

することで継続して市⺠の意識醸成に取り組みます。 
  （第４章第２１条読み上げ） 
   子どもの権利委員会について詳細はここに記載されていませんが、子どもの居場所

が充実し、地域ぐるみの家庭の支援体制が構築されたうえで、必要であれば、子ども
の権利を代弁するようなオンブズパーソンの設置も必要になってくるかと思います。
今の段階ではなく、第⼀段階として施策の充実です。子どもの居場所ができ、子ども
が相談できることが当たり前になり、次のステージとして子どもに関わる関係者を
巻き込む形で設置していくのが望ましいと考えます。 

   個⼈、夫婦、社会というような視点で、トータルで愛情をもって子どもの最善という
ものを判断していく。子どもの最善は常に議論がある部分です。子どもに関わる⼈が
愛情をもって判断していくということが南砺市全域においてなされるようになるこ
とが望ましいと考えております。 

委員⻑：環境部会は２１条の担当でしょうか。 
委員 E：いえ、勝⼿に２１条まで伝えてしまいました。 
委員⻑：ありがとうございました。活動内容について質問、ご意見はありますでしょうか？ 



条文についての質問、ご意見はこのあと各章ごとに⾏います。 
(３)南砺市子どもの権利条例 素案について 
委員⻑：事務局よりお願いします。 
事務局：よろしくお願いいたします。 

資料３をご覧ください。各ワーキンググループで４回の活動を⾏い、条例素案につい
て考えてまいりました。資料１の構成の元作成しております。 
また、前文については、各ワーキンググループの意見を集約する形で、別日に南砺市
の策定委員の皆様にお集りいただき、案を作成しました。 
前文、各章ごとに、順に読み上げますので、意見をお願いいたします。必要に応じて、
この場で加筆修正を⾏います。それでは前文からお願いいたします。 

   前文(読み上げ)  
委員⻑：全体を通し、主語がない文がいくつかあるので、主語をおき、明確にしないといけ

ません。最後の文ですが、「目指すことをここに宣言します。」という形であるなら、
⼀般的には「〇〇を目指すためにこの条例を制定します。」の形の⽅がよいと思いま
す。 

委員 E：「この条例を制定します。」という文言は、最初の３⾏目との重複を避けています。 
委員⻑：文章をまとめて最後に持ってくることは不可能でしょうか。何か思いがあるのでし

ょうか。思いは尊重しなければいけませんが、まとめられるものはまとめるとよいで
す。 

   ３条目「児童の権利に関する条約」の前に、「国連」との記載が必要です。この条約
を根拠としていることがわかります。 

委員 A：この条例に至るまでの経緯はいれなくていいのでしょうか。子育てに不安がある⼈
が増え、虐待件数も増加しています。コロナが加わり、子どもの４⼈に１⼈は貧困で
す。特に背景は無しでいいのでしょうか。 

委員⻑：みなさんで 作っていくものですので、入れてもよいと思います。 
事務局：環境のワーキンググループ委員から意見のメールをいただいていますので、ここで

配布いたします。２６日に皆さんで参考にしていただきたいと事でした。背景を入れ
た⽅がいいという意見です。 

委員⻑：拝見したところ、⼤切なことが背景に関わっていますね。 
委員 F：条例の前文としては流すぎると思います。情報がばらけてしまって、なぜ作った説

明されても、最後の⽅には最初に言っていたことがわからなくなってしまう感じが
します。もう少しまとまらなかったのか。 

委員 E：前文作りにあたり、子どもから出た意見を盛り込んだ状態である。そのままの状態
であり、削る作業をしていない状態です。 

委員 F：条文の中にあることは、前文に重複することは避け、絞り込んだ⽅がよい。 
委員⻑：ここで１文ずつを見直すことは現実的ではありません。文章を短くして凝縮するこ

と、背景を入れること、言葉の重複を避けること、条文としての体裁を作る作業が必
要です。同じ表現もみられるので削るとよいです。 

政策参与：見比べてみまして、確かに背景というものがあった⽅が権利について認識してい



ない⼈はわかりやすいと思います。虐待や体罰は南砺市にないとか現実を知らない。
あるいは、子どもの権利が世界の飢餓に苦しむような国の者であって、南砺市はもう
十分恵まれていて必要ないという認識の⼈がいると思います。決してそうではなく
て、南砺市においても権利侵害はあるということを明記することは必要です。 

委員 D：文章を見たら漢字の統⼀も必要ですね。思いか想いなのか。 
事務局：「思う」に統⼀という話で前回決めていました。反映されておらずすいません。 
委員 H：「⼀⼈⼀⼈を⼤切にすること」「周りを思いやることに繋がる」などの文章が繰り返

しになっている。「子どもの権利」を守ることでどんな影響があるのかを分かりやす
く伝えているのだと思います。しかし、てんこもりに入りすぎていて、何度も聞いた
となってきます。⼤切なことですので、ストレートに、単的に伝えるようにすること
が必要です。 

政策参与：条文で⼤切なことは全文にも入れるべきです。私は特に差別の禁止はいれるべき
であると思います。子どもの権利条約ができた⼤きな理由の⼀つにあらゆる差別の
禁止をなくすということがあげられます。「いかなる差別を受けることなく」を前文
に入れて伝えるとよいと思います。７⾏目の「子どもは自分たちが受け入れられ〜」
の文章の次あたりでもよいかと思います。 

委員 E：難しいのは、この条例は１０年後、２０年後も続いていきます。それが浸透して出
来上がって育つ子どもたちの姿であれば、その時は差別がない状態である。４段落目
にいれるのがよいのではないか。 

政策参与：あくまで「子どもの権利」について話をしています。そのあとに、子どもを守る
ために⼤⼈や環境が⼤切なのです。そして、その後に社会がつづきます。４段落目で
はなく、２段落目の子どもの権利に関わってきます。子どもの権利の中でもものすご
く⼤切なところです。 

委員 E：「子どもは、受け入れられ」の部分ではないですか。 
委員⻑：政策参与のご指摘の通り、子どもの権利条約の中で初めて障害者差別の禁止の考え

が盛り込まれました。そのスピリットをどこかに盛り込まれてもよいと思います。皆
さんの思いが⼀つ⼀つ込められており、説明していただき意味が分かってきます。ど
ういう言葉がすっと入り、思いが伝わるかを考えていくことが必要です。ミスリード
をさせてしまうことに繋がらないかという⼼配もあります。意見をすり合わせてい
けるようにしましょう。本日、前文についてはどのように対応しましょうか。 

委員 E：パグリックコメントで A 案、B 案、C 案と出してはどうか。 
事務局：それらすべてにコメントが来るので煩雑になり難しいです。F 委員の言われる通り

重複を避け、政策参与の言われる通りあえて前文に盛り込み強調する部分はどこか
精査する作業が必要です。表現についてもミスリードしないよう、⼀度整理するやり
⽅をどうするか。皆さんから意見を寄せていただき、こども課でまとめて朱書きを入
れたものを送付し、フィードバックして内容をもんでいただきたいです。⼤切な前文
であり、このような作業工程をおねがいしたいです。 

委員 C：前文は⼀般的にどのような⻑さでしょうか。 
事務局：それぞれ異なります。 



委員 C：読む側にしたら、⻑いだけでは入ってこないです。シンプルに伝わるようにしたい
です。 

委員 F：まちづくり条例では、前文が最初は⻑かったです。まとまらないまま条例の内容が
決まってから再度見直し、ようやくまとまりました。そういう工程も必要かもしれま
せん。 

事務局；全体像が見えてからも見直しが必要です。⼤事なものに優先順位をつけて残してい
きましょう。前文に必要か判断していただきたいです。 

委員 F：希望だが、まちづくり条例の対象は子どもも含まれている。南砺市のすべての⼈で
まちを作ろうという条例である。その中で子どもに関する条文がないです。まちづく
り条例との関係が見えてほしいと考えています。環境づくりに盛り込めないでしょ
うか。 

委員 E：その考えは間違いなく必要である。権利条約から権利条例に⼀気につながっている
が、実際は児童福祉法や学校教育法など関連法規があります。まちづくり条例につい
てもあります。子どもという枠組みで集約することが⼤切であると思います。 

事務局：南砺市の環境の部分でそういったところが入るとしっくりくると思います。相談さ
せてください。 

委員 E：その背景を入れるかどうかですね。 
委員⻑：B 委員いかがでしょうか。 
委員 B：特に異論はありません。他の自治体の資料も見ています。文量は少ない⽅がいいと

思います。まちづくり条例との相互関係はあったら重なるのかなと聞いていて印象
を持ちました。 

事務局：環境の中に１つ入れたらよいと思います。 
今後についてです。前文について気になる点をこども課に寄せていただくため宿題
とさせていただきます。提出された内容から、皆さんの意見を集約します。また、条
文についても全体像が見えてきてから今⼀度前文を確認していただきたいです。 

委員⻑：皆さんも今回、いろいろな発見があったと思います。こども課に意見の提出をお願
いします。 

委員 E：宣言部分についてもどこにもってくるか決めていけますね。コンパクトになるとよ
いです。 

委員⻑：みんなの思いが反映されるとよいです。 
 
第１章(読み上げ) 
第１条 
委員 E：目的と前文の重複をどうしますか。 
委員 F：目的として箇条書きにするときに前文を気にしない⽅がいいです。目的に記載すべ

きことはしっかりとここに記載すべきです。 
委員⻑：通常では目的条項になっておりますので、必要なことは記載して⼤丈夫です。 

目的については、前文との重複でも可能です。 
   文末ですが「取り組みます」ではなく、通常では「目的とします」がよいと思います。 



第２条 
委員⻑：「この条例において子どもとは」とありますが、南砺市に関わることはなくてよい

のでしょうか。とても広い対象である感じがします。他自治体はどうでしょうか。を
お願いします。 

委員 E：気になったのは１８歳という年齢の区切りです。１８歳になっても親からしたら子
どもは子どもです。親に対しては、子どもの年齢は関係なく、いくつになっても子ど
もです。 

事務局：そこを線引きするための区切りではないでしょうか。 
政策参与：権利条約は１８歳となっています。 
事務局：川崎市の定義では、「市に関する〜」となっており、「これらの権利と等しく権利を

認められる」ということまで含まれています。この定義がさすところについては確認
が必要です。 

委員⻑：１８歳未満というルールとしてあるのかと思います。 
事務局：「１８歳になっていない」、とするか「１８歳以下」という表現にするのかというと

ころはあります。 
委員 E：対象のことを考えると「１８歳以下」の⽅がうれしい。なぜなら、高校生は多くの

生徒が１８歳で高校３年生です。 
事務局：⼩学生高学年くらいの子どもが読んでもわかるようにということもお伝えしてい

ます。 
委員 E：自分で読める子であれば、未満と以下はわかりますね。実際に、権利条約は１８歳

になっていない⼈を子どもとしますとなっていますね。 
委員 H：思いとしてはいろいろあるのだと思います。 
事務局：日本の法律ですと、高校生の高校３年生の誕生日の後の３月３１日であるとか、卒

業までという見⽅がありますが、実際には、高校に⾏かれず働いている⽅もいます。
その⽅は⺠法的には⼤⼈として扱われる場合もあります。それでは、この条例ではど
のように取り扱うのか、条約にのっとるのか、検討が必要です。 

委員 D：「おおむね」という書き⽅だと、またぼやけますね。 
委員⻑：実際に来年には⺠法が改正されて１８歳成⼈となり、１７歳までが子どもとなりま

すので、その定義で線引きしてもよいと思います。 
委員 D：１８歳になったからといって「もうあなたは知りません」というわけではない。み

んな読み取ってくれるとは思う。 
事務局：現状では、高校卒業するまで、場合によっては、⼤学を卒業するまで子どもという

対応をしている。 
委員 H：気になったのは、文章的に「子ども」と重なるので、説明としておかしい。「子ど

も」ではなく、「⼈」に修正。 
委員 B：戻りますが、第１条の表記についてです。委員⻑に聞きたいのですが、第１条につ

いて「子どもの権利条約」については正式名称で入れた⽅がいいのではないか。 
委員⻑：国連のという言葉が入っているとよい。その言葉があれば、「児童の権利に関する

条約」「子どもの権利条約」のどちらでもよいと思います。 



委員 B：もう１点ですが、理念に基づきとあるが、児童福祉法だと「子どもの権利条約の精
神にのっとり」となっている。どういう風に記載することがよいか。 

委員⻑：精神となると、価値観や思いだけになります。理念になると４つの柱について理念
と呼べるのではないかと思います。何か解説本は後日作られますか。 

委員 E：ガイドブックを作るのであれば、そこに記載するとよいのではないでしょうか。 
委員 H：⼩杉は精神をつかいました。 
委員⻑：今日結論づけず、もう⼀度考えさせてください。 
委員 F：これは、理念や精神という言葉を使わず「基づき」ではだめなのでしょうか。 
委員⻑：基づきでもよいと思います。B 委員、「理念」をとったらダメでしょうか。 
委員 B：ほかの自治体で理念のところもあります。「理念」でよいのか、疑問をもったとい

うことです。 
委員⻑：「理念に基づき」にしておくことで南砺市独自のものを入れやすいかもしれません。 
委員 F：なるべく、余計な説明をつけ加えないでシンプルにするとよい。説明がありすぎて

分かりにくくなります。 
委員 E：シンプルにしすぎると運⽤の際に融通が利かなくなります。 
事務局：『国連「児童の権利に関する条約」に基づき』に修正します。 
政策参与：「児童の権利に関する条約」か「子どもの権利条約」か、という議論と同様に、

子どもか児童かという議論もあります。児童であると、「わらべ」という漢字を使い
ます。少し、ネガティブな印象があります。子どもという表現を使います。 

委員⻑：確かに、漢字で見ると、児童、生徒、園児と使い訳されるかたもいらっしゃいます
ので、広義の意味で使えるようにします。 

事務局：それでは、両⽅を入れ『国連「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」に
基づき』とします。前文も同様にします。 

委員 E：英語ではだめですか？ 
委員⻑：混乱するのでやめましょう。 
 
第３条 
委員⻑：重なる部分がありますので、「子どもの権利を尊重し、保障するために」とします。 
政策参与：まず、子どもの権利が来て、親の務め、市の務めとなっています。他のところだ

と、市は後にくる。第３条はこの位置でしょうか。 
委員 E：これは（市の務め）とあるが、これは、第４章の環境に入れる⽅がよいと思います。 
事務局：第４章に移動します。 
 
第２章(読み上げ) 
第４条 
委員⻑：「この章に書いてあることは、全ての子どもが⼀⼈の⼈間として生きるために特に

⼤切なことです。」とありますが、全部⼤切な事であるので、この部分を削除しては
どうでしょうか。 

事務局：削除します。 



委員 D：次の文の「⼈は」は、「子どもは」に修正したほうがよいです。 
事務局：修正します。 
委員 E：子どもの権利には、そもそもの「愛される権利」というのは定める必要はないので

しょうか。 
委員⻑：主観的なことはあまり法令には入りません。 
委員 E：遊ぶ、休む、学ぶは客観的ということですか。 
委員⻑：遊ぶ、休むは権利として認められています。レクリエーション権というものもあり

ます。 
   
第 5 条 
政策参与：２項のところになります。差別について、「性別、⼈種、障がいなど」となって

いるが、全て入れた⽅がいいと思います。川崎市にならいすべて入れてはどうか。い
かなる差別などといれたら対応できるのかもしれないが、あえて記載してあるとい
うことは、⼤切な部分であるということです。差別がまだあるからということです。
子どもの意見としては、これだけかもしれないが、⼤⼈への責任として困難を抱えて
いる子もいるので、しっかり伝えることが必要です。例えば、部落という言葉も差別
としてあります。南砺市ではどうですか。 

事務局：南砺市では、差別なく、地域のことを指して通常で部落という言葉を使うこともあ
ります。 

委員 G：違う意味で認識して使っているということはわかると思います。 
委員 F：お年寄りで、地域で分かる⼈はいるが、現状で子どもはわかっていない。 
政策参与：法律改正になりましたが、どういうことが含まれるか、不利益になるかもしれな

いことは、入れるとよいと思います。 
委員 E：里親、里子という言葉もそうですね。 
事務局：この差別で何を記載するかについては、逐条解説にたくさんの明記をするというこ

とで、条文には子どもが意識しやすいものを残したという経緯があります。子ども部
会で出しました。子どもたちの身近にあるものの他にも、子どもにとって知ってほし
い、感じてほしい、意識してほしいものをいれることも必要であるということだと思
います。もともと、逐条解説には入れることが必要と言っていました。 

事務局：川崎市の条文にはたくさんの差別にあたる言葉が書いてあります。 
委員 E：前文のボリュームを下げても、ここに必要なことについてはボリュームを持たせて

記載したほうがよい。効果として、ここに書いてあるから「これは差別だよ」という
ことがわかります。 

事務局：「これはダメな事なんだよ」と伝えるためには、明記してあることは意味のあるこ
とです。 

政策参与：宗教についても、ここに記載することで差別しないということが伝えられます。
国籍、宗教そして、それによる食べるものなども関係してきます。 

委員 E：子どもは親の属性による差別というものについても明記が必要です。本⼈の属性、
思想、信条、宗教によって差別されないということがありますが、親の宗教、金もち・



貧乏、職業などの差別もあります。 
委員⻑：川崎市は、「子どもまたはその家族の」という主語になっています。 
事務局：それでは、川崎市にならって入れることにします。 
委員 G：子どもは受ける前提になっているが、子どもが差別することがあります。「差別し

ない」ということをしっかりと明記することも必要です。読んだだけでは、そのよう
に感じます。 

委員 E：第６条の内容に記載があるとよい。 
委員 F：どこかで差別しないんだということが書いてあった⽅がよいです。この章かはわか

りませんが。 
委員 H：「差別されることなく、生きる力を身に着けることができます。」 
委員 E：前文にもありますが、⼈の権利を守るということはあまいことではない。継続した

能力が必要であるということを入れたいです。 
委員 H：（２）について「生きる力を身に着けることができます。」とあるが、それは（１）

に記載されています。「差別」についてですが、「いかなる差別をうけません。」と修
正した⽅がよいです。（２）は差別に関する文章であることをはっきりさせるとよい
と思います。差別に特化した⽅がよいです。 

委員 F：差別する⽅への⼿⽴てがないのも現代において物足りない気もします。 
事務局：「受けない」ということは、「しない」ということで認識していくこととします。 
委員 G：（１）「共に、楽しく、元気に」ではなく、「⼼身ともに元気に、健やかに」とした

らどうでしょうか。楽しくとはとらえがむずかしいです。 
委員 C：「楽しく」は子どもたちからの言葉でした。 
委員 G：いろんな環境の子どもがいるので、常に楽しくというのは入れなくてもよいのでは

無いでしょうか。 
委員 E：「楽しく」も「元気」も活発なイメージである。おとなしい子もいます。 
政策参与：健やかにでどうでしょうか。子どもは元気な⽅が価値があるというメッセージに

とらえられかねない。 
委員 H：静かにしていることが楽しい子もいます。子どもから出た言葉であれば入れてあ

げたいという思いもあります。 
事務局：「⼼身ともに楽しく、健やかに生活を送る」に修正します。 
委員⻑：「子ども」の表記については「こ」だけ漢字で「子ども」でしょうか。 
事務局：現状では、「こ」だけ漢字で「子ども」としています。 
委員 H：最終的にルビはふるのですか？ 
事務局：条例本文にはルビはつけません。子ども向けバージョンにはルビを付けるなど、わ

かりやすい文にして対応することも考えています。 
事務局：そもそもの条例にルビはあまりついてはいないことが多いです。必要に応じて対応

したものを検討しています。 
委員 E：（２）の文章についてです。「平等で安⼼できる社会の中で生き、差別しない⼼を身

に着けることができます。」にしてはどうでしょうか。もしくは、「生きることができ
ます。」ではどうですか。 



政策参与：⼤⼈が子どもに「こういう力を身につけさせたい」「守らせたい」「やらせたい」
というのではなく、「子どもの権利」を守ることで実は身についていたという⽅がよ
いと思います。できるだけ、子どもに義務を負わせるような文章は入れたくないです。 

事務局：それでは、「生きることができます。」とします。 
      
第６条 
委員⻑：主語が無いので、「子どもは」と追記をお願いします。 
   また、第６条（１）表現の自由、意見表明権、第８条⺠主主義、身近な権利を学んで

いくということです。原案を入れ替えた⽅がよいと思います。意見表明権に当たるの
で「意見を伝え」でなく「意見を表し」が適しています。８条が「伝え」となります。 

  
第７条 
事務局：文章が⻑いのですが、子どもには「あらゆる暴力」から守られることができる権利

があるということをしっかり伝えたかったということです。 
事務局：子どもたちの中から、「支え合う」「寄り添う」という言葉がでてきました。子ども

たちにとって⼤切な言葉なのだとお伝えします。 
委員 E：第５・７条は重なっているように感じます。どちらかを消すか、まとめるか。 
政策参与：第５条は生きる権利に入ると思います。その上に、第７条の守られる権利という

ことがあります。生きるためには差別されないことが必要です。そのうえで、守られ
ることがあります。別にしておいてよいです。 

委員 E：暴力と差別をしっかりと分ける意味というのはありますか。 
委員 A：生きることにも差別ははいっています。 
委員⻑：川崎市は生きる・育つから「差別」を外しています。そのうえで、特別に差別につ

いて設けています。こちらの条例はできるだけコンパクトにということですので、子
どもたちがわかりやすいのはどこかということだと思います。 

事務局：重なっているが、思いとしてどこに入れたいかということだと思います。 
事務局：子ども部会で話し合ってもらう時に、子どもたちに意見を挙げてもらい、こちらの

⽅で分けています。守られることの場合、守られる⽴場の子どもたちにとってはわか
りにくい部分かもしれません。生きることにも育つことにもはいってくる要素であ
ると思います。 

委員 E：これは、すでに権利が侵害されている状態についての記載となるのでしょうか。そ
ういう意味での守られることだと思います。暴力を受けた時にどこに言えばいいの
かを書くと重複はありません。 

政策参与：具体的なこと、いじめとか個別の被害に対して守られるとかではなく、差別とは
アパルトヘイトなど、国家ぐるみであるとかもっと⼤きな影響であり、防ぐことが難
しいものもあります。守られることと、差別は分けて考えていいと思います。差別は
生きることに関わります。 

事務局：それでは、第７条の（２）を残し、（１）の守られることは第５条に移動するので
よいでしょうか。 



委員 E：相談の機会だけでは本当は足りない。解決する機関もいるのではないでしょうか。 
委員 H：まとまっているので、このままでよいと思います。 
政策参与：このままでよいと思います。 
委員 E：第５条に移さない理由はなんですか。 
政策参与：両⽅守る対象が違うので残してよいと思います。 
委員 E：この「生きる、育つ、守られる、参加する」についてはこの順番のままですか。 
事務局；条約もこの並びであり、子ども部会もこの並びで学んできたのでこのままとしまし

た。 
委員 E：権利条約の並びにするのであれば、他はどうしますか。 
委員 H：代表的なものなのでこれでよいと思います。 
委員⻑：成⻑発達に応じてこの並びになっているのだと思います。 
 
委員 H：文章についてですが、「⼤切なものを奪われたり」を続けるのはおかしい文章です。 
委員 E：「奪われたりせず、」といれることで意味がつながります。 
事務局：主語が「誰もが」となっているので「子どもが」にします。 
 
 
第８条 
委員⻑：「思いを表し」ではなく、「意見を伝え」に修正しましょう。 
委員⻑：（２）主語が無いので、「⼤⼈は」を追記したほうがいいです。 
委員⻑：この内容は⼤⼈が主語になるため、第 3 章１１条あたりに移動しましょう。 
   参加することはあくまで子ども主体ですが、この文は子どもの意見で入れられたの

でしょうか。 
委員 B：そうです。⼤⼈に対してなので移動してもいいと思います。 
委員⻑：「仲間を作る」は重複するので、２回目を消しましょう。 
委員 E：（１）について「参加し、多様な場で仲間を作ることができます」を「参加できま

す」でよいと思います。 
 
第９条（共に生きる子どもの姿）、と第１２条（共に生きる⼤⼈の姿）について 
事務局：前例のない部分です。ここに、子どもの最善の利益についても触れていくことで、

これ以降の章においても最善の利益につながるようにしていきます。 
委員 H：前文ではだめなのでしょうか。 
事務局：条例に入れることで南砺市らしさを出していきたいとのことです。 
委員 E：前文に書かれていることは前文に持っていたらどうか。最善の利益について記載を

しっかりとし、後半は文章が多いように感じます。前半の意味をしっかり押さえ、後
半の意味は、前文にあるように感じます。 

委員⻑：最善の利益の言葉の意味についてここにあってもいい。「最善の利益」は基本原則
であるので、わかりやすい表現を使い、ここは短くて良いと思います。 

委員 E：「資することです」で終わればよいと思います。 



委員 F：「資することです」は表現を変えるとよい。役に⽴つこと、助けになることでもよ
い。 

委員⻑：子どもにとっての安⼼安全幸福という基本的意味合いがありますが、南砺市らしく
表現しているということだと思います。 

委員 E：政策参与の「未来なのか、今なのか」ということが⼤切になる。子どもの意見を踏
まえた上で、ということが⼤切です。子どもにとっては今がすべてになる。 

委員⻑：３⾏目・４⾏目に書いてあることも最善の利益であると思います。 
委員 B：ここは最後に入れており、整理されておらず、皆さんで整理する必要があるという

認識です。「資すること」についてはわかりやすい表現がよいと思います。 
委員 E：最善の利益を表す⼀番の根幹の言葉ついて、「子どもの⼼身の発達」がよいのでし

ょうか。 
政策参与：⼼身の発達ではなくて、「子どもにとって最もよいこと」をするということがシ

ンプルに推薦されています。 
委員 E：⼼身の発達には全く関係ないけど、子どもがとっても喜んでいるということはいい

ことなのでしょうか。 
委員 H：そういうことはあまりないと思います。 
委員⻑：⼼の発達に繋がっていると思います。 
委員 E：結果として、⼼身の発達も幸福に資するということですね。今が楽しいということ

も幸福につながるということですね。子どもが自分で我慢できるのであれば、成⻑を
願うのであったら、子ども自身が選択し、子どもの意見を踏まえるということが⼤事
である。 

委員⻑：幸福追求権というのがあります。これを入れていただくこともできると思います。
幸せに生きる、健康に生きるということも含まれます。前文に入れるということもで
きます。今苦しいならば、追い求めて実現していくことができます。今、苦しくても、
失った権利を救済してもらえる機関を市が⽤意して、家族が支えてという図が見え
てきます。 

委員 F：幸福の追求という言葉はどこかに出ていますか？どこかにほしい気もします。 
事務局：前文には幸せなどの言葉がありますが、追及という言葉はありません。追い求める

よりも探すの⽅がよいのではないでしょうか。第９条の最後は探求となっています。 
事務局：第９条は子どもが主語であることが⼤切です。 
委員 E：今の話は、最善の利益が⼼身の発達でいいのかということです。 
政策参与：「子どもの幸せのために役⽴てること」がよいと思います。 
委員 E：「幸せのためにつながること」でどうでしょうか。ひよった感じがしますが。 
委員⻑：しかし、利益自体が子どもにとっての安全安⼼幸福につながることです。 
委員 E：これは、最善の利益を説明ではなく、最善の利益の考えにつながる指針ではないで

しょうか。最善の利益は議論しなければならないけど、共通している部分になるので
はないでしょうか。 

委員 B：幸福追求権の話もできましたが、福祉という言葉を入れてはどうでしょうか。個⼈
レベルの幸せと社会レベルの福祉を入れるのはいかがでしょうか。 



事務局：子どもの幸福と福祉という形であれば、資するでもよいと思います。 
委員 H：ここで言いたいのは、「子どもの意見を踏まえ」ということです。この章は子ども

が主語であることが⼤切だと思います。 
委員 F：「子どもを幸せにすることです」でどうですか。 
委員 E：いいと思います。さらに、「最も良いことを」は最善と重なるので、「幸福感を増す

ものです」でいかがですか。 
委員 F：最善とはなので、「幸せにすることです」でいいと思います。 
政策参与：「子どもにとって最も良いことを」そ削除し、「子どもの意見を踏まえ、子どもの

幸せを第⼀に考えていくことです。」でいかがでしょうか。 
委員 H：ほかの条文に重複するので「考え、子どもの⼼身の発達に資することです。子ども

はやりたいことやってみたいことを発信したり、表現したりします。」を削除します。 
委員 E：「子どもの権利は、子どもの幸せであり、権利を守ることは、⼤⼈の幸せであり、

社会の幸せです。」について幸福追求権に当たります。前文に記載でよいと思います。 
委員⻑：最後の文ですが、重複しますので、「子どもの権利が守られた社会で、」と「社会の

⼀員となり」を削除でよいと思います。 
事務局：３章以降はすでにワーキンググループで２回話し合いを⾏っています。委員⻑、H

委員、政策参与からご意見をいただきたいです。 
 
委員 H：子どもが育つ環境について、不安を抱える親だけでなく、すべての親の支援を保障

できるようにする文章があるといいと思います。 
事務局：学習の機会の提供に含んでいく形になると思います。支援の機会として 19 条はい

ろいろな実践が含まれるとよいと思います。普及のところにわかりやすく記載が必
要です。 

委員 E：家庭教育を支援していくということを条文に盛り込んでいく必要があります。⼤⼈
の役割の中で、地域団体が家庭をサポートする枠組みと、そして、⾏政が家庭を支援
することを明記し、地域の子どもの居場所があるだけでなく、家庭の居場所を作りま
すということを記載することが必要です。 

事務局：困り感に寄り添いという言葉はありますが、支援の場があるとは書いてありません。 
委員 E：「力になります」となっているので、ぼかさずに、本気で⽤意するという条文がほ

しいです。 
委員 H：条例ができて具体的に不安が解消されていくという形ができてくるようにしてほ

しいですね。南砺市に変化を起こしていけるのは環境に当たると思います。⼈づくり
はその⼈の価値観になると思います。条文でくくるのは難しいです。 

事務局：第１９条で権利条例の学習ではなく、様々な子どものための学習の機会であると思
います。 

委員 E：条例の「居場所」について、子どもが対象です。この居場所について、お⺟さんた
ちも来ることができ、顔が見える形で子育て世帯にサポートしますとは入れられな
いですか。 

委員 H：そこまでは入れられないと思います。 



事務局：家庭教育の支援という表現のほうはどうですか。 
委員 A：⼤⼈の役割のところに、⼈がサポートするという意味合いは書いてあります。 
委員 E：第１１条に⼤⼈の役割が分けて書いてあります。ぞれぞれの役割が果たせるように、

それぞれの環境として保障する明記してはどうでしょうか。特に保護者については、
「保護者よろしく」ではなく、保護者をそれぞれがサポートしていくような環境につ
いて記載をするということです。 

委員 H：それぞれ書くのではなく、⼤⼈という言葉で良いと思います。 
事務局：「機会があるよ」ということが条文にあれば、そこに含まれていると思います。子

どもについても学習の機会があると思います。ここに「様々な」など⼀言足せばいい
のではないでしょうか。 

委員⻑：運⽤にいろいろと足せると思います。落としてはいけない言葉がかいてあればよい
です。 

委員 E：家庭教育支援だけは盛り込んだ⽅がよいのではないでしょうか。第１１条の４項市
⺠の役割となっていますが、４章にもっていき環境にしませんか。 

事務局：３章は気持ちのもちようになります。環境として取り組むなら４章になると思いま
す。 

委員 E：達成されるための施策を推進しますよということでもっていけばよいと思います。 
委員 H：第４章の最初に、第１章から３章までを達成しますよという意味でもってきては

いかがでしょうか。冒頭にもってきて、具体的にこういうことをする分かるようにす
るということです。 

事務局：了解しました。 
 
委員⻑：政策参与いかがでしょうか。 
政策参与：第３章の第１１条の保護者の役割のところで、保護者は子どもに対して、虐待、

体罰、差別をしてはいけないと入れるとよい。。⼤切な事なので入れたほうがよいで
す。 

   また、「導きます」というのは抵抗があります。パートナーシップということが書い
てあるので、お互い学び合うということです。「支援します」でよいと思います。 

   第４章の第１７条についてけ「検討します」とありますが、「意見を聞き、反映させ
るように努めます」でいかがでしょうか。意見表明権を⼤切にするということは、た
だ聞いて終わりではなく、努めていくことが⼤切です。子どもが決定できることが⼤
切です。 

委員 E：「反映します」と言い切らないのでは意味がないのではないですか。 
委員 H：いいきりません。反映できないこともあります。 
委員 E：言い切らないのでは、「検討します」と同じではないですか。子どもに関するとい

うことが広すぎるのではないですか。広いから言い切れないのだと思います。運⽤に
書くといいです。 

政策参与：意見表明権というのは、自分に関することに意見が言う権利があるということで
す。条文に書けるのはここまでだと思います。  



 
委員⻑：第２０条についてです。どこに相談にいけるかがわかりません。しっかりと相談先

がどのような機関かわかるようにしたほうがよいです。市が準備している相談機関
なのか、どこなのかわかるとよいです。 

委員 E：第１５条を第２０条が飛んでいますが、近いところにもってくるほうがよいと思い
ます。居場所があり、その居場所に相談できるということを市が推進していくという
ことが望ましいと思います。 

事務局：第１５条の居場所は子どもが対象です。いろいろな居場所が含まれます。第２０条
は相談について今あるいろいろな機関も含まれます。 

委員 F：第１５条にある居場所は高岡の「ひとのま」のような、そこにいけば答えが出たり、
解決するのではなく、ただ「集まる」ということが目的であるべきです。ただ集まり、
なんかやろうとか、生まれてくる場所であるほうがいいです。居場所についての意味
を限定しない⽅がよいと思います。 

事務局：今言われたような広い意味を持った居場所であると思います。第２０条の相談の場
所とは分けて書いてあります。場所という意味では、離れすぎているという指摘もお
っしゃりとおりです。適切な相談機関となると、それはどこかとなりますね。 

委員⻑：パンフレットに記載するなどが必要です。 
事務局：「相談できる体制を整えます」とします。 
委員⻑：最後に誰が環境整備に責任を負うのかということです。市がどのように取り組むか

についても検討ください。 
以上となります。ありがとうございました。 

 
３、今後のスケジュールについて 
委員⻑：事務局よりお願いします。 
事務局：資料４により説明 

・次回の策定委員会は、令和４年５月を予定 
・第⼆回の策定委員会で出た意見をもとに素案を作 
・積極的パブリックコメントを実施。 

４月にワーキンググループを開催し、その意見を踏まえ、５月に第三回策定委員会
を実施し、全体の見直し 

・第四回策定委員会で条例案を完成 
・広報周知について 

    １月７日（金）KNB テレビワンエフにて取り上げ 
 ２月５日（土）シンポジウム・資料５チラシ 

委員⻑：以上について質問、ご意見はありますでしょうか？ 
（質疑応答） 
以上で、すべての事項について終了させていただきます。 

   これにて進⾏を事務局にお返しします。 
 



４、閉会 
事務局：どうもありがとうございました。 

以上をもちまして、第２回策定委員会を閉会いたします。 



第３回南砺市子どもの権利条例策定委員会 会議録 
 

令和４年５月２１日（土）     
１４時 00 分〜１６時００分    

於：南砺市井波総合文化センター 
 

参加者：(南砺市政策参与)明橋⼤⼆先生、(委員⻑)彼⾕環、(副委員⻑)楠井悦子、 
(委員)明柴聰史、山下裕美、高橋佳津江、木下三喜子、榎木勝規、磯辺文雄 
(こども課)村上部⻑、溝口課⻑、荒井係⻑、川⽥主任 

⽋ 席：⻫藤優華 
 
１、開会 
事務局：皆さま、本日は、お忙しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。 

ただいまから、第３回南砺市子どもの権利条例策定委員会を開催いたします。 
開会に先⽴ちまして彼⾕委員⻑からご挨拶をいただきます。 

委員⻑：今年の２月から３月の意見募集の結果を踏まえ、条文を見直す作業となります。ご
意見の中には厳しいものもあり、権利より義務をという想定されていたご意見もあ
りました。反対に、素晴らしいという意見、また、よりよい提案もありました。理解
をいただけるような条例づくりに取組んでいきたいと思います。 

事務局：ありがとうございました。 
   出席者の確認をいたします。 
 
   南砺市政策参与 明橋⼤⼆先生 
   子どもの権利条例策定委員会 委員⻑ 彼⾕環先生 
   副委員⻑ 楠井悦子さん 
   子ども部会 代表 明柴 史先生、副代表 山下裕美さん 
   ⼈づくり部会 代表 高橋佳津江さん、副代表 木下三喜子さん 

環境づくり部会 代表 榎木勝規さん、副代表 磯辺文雄さん、 
 
   本日は、９名中８名のご出席をいただいており、南砺市子どもの権利条例策定委員会

設置要綱第６条第２項により、委員の出席が過半数に達し成⽴しておりますことを
ご報告いたします。続きまして、南砺市側の出席者及び事務局の紹介をさせていただ
きます。こども課 荒井主幹、同じくこども課の川⽥です。 
また、本日の会議の予定時間でございますが、おおよそ 16：00 の終了を予定してお
りますので、円滑な進⾏にご協力をお願い申し上げます。それでは、「南砺市子ども
の権利条例策定委員会設置要綱」第６条により、「委員会の会議は、委員⻑が招集し、
その議⻑となる。」とありますので、ここからは彼⾕委員⻑に議事の進⾏をお願いし
たいと思います。 
よろしくお願いいたします。 



 
２、協議事項 
(１)第２回意見の実施について  
委員⻑：協議事項に入ります。 
   事務局より説明をお願いします。 
事務局：資料１により第２回意見募集結果を説明 
委員⻑：こちらの件につきまして、ご意見をお願いします。 
   無いようですので、先に進めます。 
 
(２)南砺市子どもの権利条例（仮称）素案について  
委員⻑：事務局から資料の説明をお願いします。 
事務局：資料２により経緯を説明 

協議対象は３点です。 
 

委員⻑：第１章第２条からご意見をお願いします。 
委員 E：高校３年生を意識した文章でしょうか。 
事務局：ここで確定していきたいです。 
委員 E：１８歳以下にしてはいかがでしょうか。高校卒業した⼈もしばらく対象となります。

そこで線を引いたとして、２０歳でも子どもみたいな⼈はいます。何歳になっても親
にとっては子どもです。基本的な接し⽅なのでいくつでも対応してもよいと思いま
す。 

委員 F：高校生のことが中⼼の議題なのでしょうか。 
事務局：それも含めて検討していきます。 
委員 H：これは法律です。高校生だから、社会⼈だから区分けるのはおかしいです。国の法

律でそうなった以上、１８歳未満で区切ればよいと思います。限定していいのかにつ
いて、ただし書きをつけるかどうかだと思います。できるだけ、すっきりした⽅がよ
いと思います。わたしは、「等しく権利を認める⼈」とし、「ふさわしい」という言葉
を外せばいいと思います。高校３年生については、各家庭の判断に任せることとし、
ここに記載するかどうかの議論は不要だと思います。 

委員 F：ここに書いてあるのは、具体的に誰なのか。 
委員 H：高校生というより、障がいを持つ⼈も思いました。しかし、それはそれとして、成

⼈は成⼈であると思います。具体的でなく対象はそれぞれあると思いますので、ぼか
しておくままでよいのではないでしょうか。 

委員 E：「等しく権利を認める」という固い表現でなく、「これらの⼈と同等の扱いをするこ
とがふさわしい」でどうでしょうか。 

委員 H：ふさわしいというのが抽象的であると思います。「認められた⼈」の⽅がよいです。 
委員 E：そうなると誰が認めるの？となります。ふさわしいに代わる文言はあるのか。「こ

れらの同等の扱いを受ける⼈を含みます」でどうですか。 
政策参与：その部分はどう書いても、⼀般の⼈はわからないと思います。わからない文章を



できるだけわかりやすくいれても意味がないと思います。私は、「１８歳以下」にす
るか「１８歳未満」にするかどちらかだと思います。本来の条約は１８歳未満となっ
ています。法律改正で１８歳以上はもう⼤⼈となっているわけで、法律との整合性は
問題となると思います。１８歳以下にするとまた議論が生まれます。１８歳を超えた
からと言って権利がなくなるわけではないです。前文にも子どもも⼤⼈も幸せにと
書いてあります。なぜこの条例が必要かというと、幼少期に権利を⼤切にされるとい
うことが求められるからです。 

委員 E：そうしますと、ただし書きを入れないということでしょうか。私も無くてよいと思
います。他の自治体との整合性についてはどうですか。私は必要ないと思います。 

委員 A：私も１８歳未満でよいと思います。あえて誤解を生むものを入れる必要はないと思
います。 

委員⻑：私自身もいらぬ解釈を生み出し、細かいことになってしまわないかと思っていまし
た。いっそ削除でよいと思っています。他のいろんな場面で１８歳以上の⻘年はどう
するかということですが、学校でないフリースクールに通う子、働いている子につい
ては、ガイドブックで対応が必要であると思います。 

委員 E：今は、それでも高校までは⾏く⼈が多く、その後、専門学校、⼤学と学びは続いて
いきます。⼀⽅で、中学卒業で働きにでる子もいる。そう考えると、中学校卒業、義
務教育の終了が⼤⼈への節目の時である。高校３年生を区切りとしている時点で遅
いと思います。本来は、成⼈になるのは高校３年生のときだとしても、少なくとも家
庭ではその子どもを⼤⼈として扱っていくというのは中学３年生、高校に入るステ
ージに入るとしたら、高校 3 年生問題はなくなると思います。高校３年生に⼤⼈と子
どもが混じっているという考えがすでに古い。 

委員⻑：ガイドブックに記載するときには策定員にも相談していただければと思います。 
 
委員⻑：第２章第４条についてお願いします。 
事務局：命は⼼も体もあってなので、入れたらいいという意見です。 
委員 E：体をいれるなら、命はとって⼼と体とすればいいと思います。なぜなら、⼼と体を

⼤切にしたら命は守られるからです。物理的に無理だからです。 
委員 F：可能性としては、「命を育む⼼と体を⼤切にされます。」という表現でもよいと思い

ます。 
委員⻑：命はあっていいと思うのですが、いかがですか。 
政策参与：ここは４つの権利でいう生存権です。⼀番⼤事な権利は命の権利です。そういう

ことからすると、「命」は外せません。体と⼼はつながっています。私は入れていい
と思います。 

委員 D：「体」を入れてほしいということ言った⼈の気持ちを想像しててみると、殺されは
しないけれど、体を痛めつけられている⼈がいると。⼼を痛めつけられている子がい
ると。殺されはしないけど家とかで殴られ体を痛めつけられている独⽴した栗シミ
を抱える子がいるという 

委員 E：条件が厳しいのは⼼である。⼼、体、命と並ぶ。命が最低ラインであると思います。 



政策参与：これで私が思ったのは、性的搾取です。若い女の子が性的搾取の被害者になるこ
とはあることであり、自ら近寄ってしまう子どももいる。もっと自分を⼤切にしろよ
と言っても、自分を⼤事にするということがわからないです。⼤事にされたことがな
いからです。そういうことからも、条文に「体」を入れることが意味があると思いま
す。 

委員⻑：それでは、入れる⽅向で進めましょう。B 委員、何かご提案はありますか。 
委員 B：「体」という言葉を入れることは賛成です。子どもからの意見にも「体」は出てい

たと思います。命という最低限の土台に、さらに⼼と体があるということをうまく表
現できたらいいかと思います。 

事務局：第６条第２項のところにも⼼と体という言葉があります。 
委員 F：使い分けせず、「体」に統⼀した⽅がいいと思います。 
委員 E：命が守られることという言葉が、権利条約にあるのであれば、「⼤切にされる」と

いう言葉がかかるのは、⼼と体。その結果、命が守られるということでどうですか。 
委員 A：「命を守られ、⼼と体が⼤切にされます。」でどうでしょうか。 
委員⻑：「命を守られ、⼼と体が⼤切にされます。」でよいと思います。 
委員 B：子どもの主体性からいくと、「命が」ではないか。 
委員⻑：それでは、「命が守られ、⼼と体が⼤切にされます。」にします。 
 
委員⻑：第３章第１０条についてお願いします。  
事務局：「子どもの保育、教育、療育に関わる⼤⼈」を代案として提案しています。 
委員⻑：こちらの件につきまして、ご意見をお願いします。 
   その⽅がわかりやすいと思います。異論も内容なので変更でお願いします。 
 
委員⻑：３点の見直しが終わりましたが、その他ご意見ありますでしょうか。 
政策参与：第３条です。「保障されます」とありますが、子どもが受動態になっています。

⼀番最初にある⼤事な文章なので「⼤切な権利をもちます」としたほうがいいです。
権利は保障されなくてもすでに持つものです。しかし、持つことを皆が知らないとい
うことです。 

委員⻑：「もちます」に修正します。 
政策参与：第５章についてです。タイトルが相談と救済とありますが、条文に救済が入って

いません。相談機関はたくさんあるけれども、救済されていない状況です。救済され
る体制をつくることが⼤切です。「相談、救済される体制と整えます。」としたらいい
と思います。 

委員 E：２０条は２項が救済の意味になっています。１項で相談があって、２項で救済され
るということです。 

政策参与：しかし、どちらにも「救済」という言葉は入っていません。２項にいれてもよい
と思います。 

委員 E：「救済」という言葉を入れることが必要だということですね。 
委員 H：状況の改善ではだめだということですね。 



委員 F：「状況の救済に努めます。」でいいのではないでしょうか。 
委員⻑：なんの救済かわかりにくいですね。 
委員 C：条文の⼀番最初に「相談、救済」とした⽅がわかりやすいと思います。 
委員 H：連携を取っただけでは弱いです。 
委員 F：相談はするもの、救済はされるものなので「相談でき、救済される体制を整えます。」

としたほうが良いです。 
委員 E：相談さえしてすれば、救済できる体制はできるというのが我々の中にはあるんです。

市は救済する仕組みは作るからということの根柢がある。救済するよという意思が
あるのです。 

委員 H：それを文章化しないといけないのです。 
政策参与：２項に「状況の改善、救済に努めます。」か。しかし、努めますは弱いです。 
委員 E：救済します。助けます。と言い切るのはどうですか。 
委員 H：言い切ることはできません。 
委員⻑：そもそも、「市」が主語なので分かりにくいのでしょうか。 
委員 E：そもそも市が救済するのですか。 
政策参与：条文に書いてあるので、市が救済できる体制を整えます。現場の⼈はいますが、

市が取り組みます。 
事務局：相談、救済までの体制を整えるということが市の役割ではないでしょうか。 
政策参与：こども基本法の中には、子どもコミッショナーという言葉が出ています。今まで

は、オンブズパーソンという言葉でしたが、コミッショナーは仲介役ということです。
解決まで導く⼈です。本来はそのようなものを作ったらいいです。 

委員⻑：コミッショナー制度については、どのような⼈が入るのですか。 
政策参与：市⺠の感覚で関わる⼈です。⼤学の先生がなってはいけないということでありま

すが、権力者ではない⽅がいいと思います。 
委員 B：アドボカシー、代弁者という⽅もいらっしゃいます。 
事務局：「市は、子どもや⼤⼈が、不安や悩みをもったときに相談でき、救済される体制を

整えます。」とします。 
 
(３)南砺市子どもの権利委員会（案）について 
委員⻑：事務局よりお願いします。 
事務局：資料３をご覧ください。 
委員⻑：質問、ご意見はありますでしょうか？ 
事務局：補足となりますが、先ほど話題になりましたオンブズパーソンの役割をされる⽅の

配置も考えています。 
政策参与：オンブズパーソンは別においた⽅がいいと思います。別の組織としているところ

が多いです。忙しい⼈たちが多いので、その⼈達をサポートする⼈についても⼈を置
く必要もあります。 

事務局：そういう⽅に、メンバーの⼀員として入っていただくということです。 
政策参与：代表で入っていただくということですね。それならわかります。 



委員 E：オンブズパーソンを置くにしても、どのような⼈を置くかについてこの委員会で決
めるのでしょうか。 

事務局：別だと思います。 
委員 B：この委員会がアドボカシー委員会ということになると思います。 
委員⻑：これは、市⻑から諮問があり動いていくという形ですか。 
事務局：それも含め今後決めていくところです。 
事務局：他の自治体を見まして「市⻑の諮問を受けて」と入っているところもあります。 
委員⻑：イメージとして、第三者として意見を述べることと書いてありますが、そこで決ま

ったことをどう市⺠に伝えていくのか、その先、施策にどうつながっていくのか。そ
れを含めてこの委員会で決めていくということですね。 

委員 F：これは諮問員会でなければ、どんな委員会になるのか。中途半端になります。 
委員⻑：条例を作って、それがちゃんと運⽤されているかについてチェックする委員会であ

るとしたら、どういう役割をもたせるかということですね。 
委員 E：条例では、第２１条に「この条例による施策の実施状況を検証するため」とありま

すね。 
委員⻑：具体的なことを考えていくために少し予算をいただき、「こんなこともできますよ」

と言える委員会なのか。 
委員 F：そうなると、市とは別で運営していく団体となるのか。 
委員⻑：他の委員会との兼ね合いもありますね。 
委員 F：可能であれば、諮問機関となる⽅がよい。いわゆる、⾏政に対してそれでいいのか

ということを言う機関となる。それであれば、市⻑に対しての答申という形で答えた
⽅がスムーズにまわると思います。 

委員⻑：私もそのように思います。説得性のある委員会にしていただきたいと思います。せ
っかく条例を作るので生かしていただきたいです。 

政策参与：権利委員会は、具体的な事例にかかるというよりは、市の取り組みについて意見
を言ったり、足りないところがあれば問題提起をするような団体であると思います。
それと同時に、情報共有もしていく。例えば射水市であれば、毎年子どもたちにアン
ケートを取り、子どもの権利条例を知っているかを聞いています。そういうことも権
利委員会が⾏い、もっと周知が必要であるなどを問題提起していくことが必要です。
また、第三者と言いながらも、委員会名簿については、学校の機関が多く入っていま
す。本来はやはり、オンブズパーソン的な役割をするのであれば、中⽴的な⼈を置く
べきです。具体的な救済活動とかをするのはこのようなメンバーではない。市の取り
組みに対することを見る⼈です。 

委員⻑：チェック機関となります。 
事務局：市に取り組みに対する機関であり、⾏政に対して意見をする⽴場の委員会として、

しっかりとした諮問委員会となるような形で進めていく⽅がよいという意見ですね。 
事務局：市⻑からの諮問に対して答申していくという形であれば、設置要綱ではなくて設置

条例となります。⼀つ段階が上になってきます。していただくことについては、⼤切
な事であり、そのような形で求めに対しての回答ですので、⾏政はしっかりと対応し



ていくということになると思います。仕組みとして整うと思います。 
委員⻑：検討をお願いします。 
事務局：１点お願いします。名簿についてです。子どもに現場で関わっており、情報をもつ、

そして持ち帰っていただきたいことからこのような⼈選をしておりました。しかし、
中⽴的な⽴場という意見がありましたので、どのような⼈選がよろしいでしょうか。 

政策参与：NPO 関係者とか、市⺠目線ですね。 
委員 H：相談機関の⽅です。今、南砺市にある代表的な相談機関はどこになりますか。 
事務局：⾏政のこども課の中にあります、相談室については、⼀つの課の中にあるため、⾏

政機関となります。 
委員 H：⺠間でそのようなところはないですか。 
事務局：委員である A 委員の「だれでもハウスめぐみ」はそのような機関です。 
委員 H：公募でこのような⽅が上がってくるということも期待したいですね。 
委員 E：児童館や居場所もよいと思います。ここに書いてある⼈たちが集まって話をしても

何も生まれないと思います。 
事務局：ここに書いてある⽅で、残した⽅がいい⽅は誰でしょうか。 
政策参与：これはあて職ということになると思います。問題を知って共有していただくため

に、ここに記載してある⽅に入ってもらうことは必要だと思います。 
委員 E：⼆段構えにしたらいいと思います。中身の話を聞く⼈たちと、拡⼤会議みたいな形

です。頭数で来ますという⽅が来てもしょうがない。 
委員 H：全体のものは年に１、２回です。 
委員 E：年に１、２回のものはたくさん集まっていただく。 
事務局：運営の仕⽅として、意見を出していただきたい⽅と、現状を知ってほしい⽅の両⽅

がいるということでしょうか。 
委員 E：第三者制にこだわるか、担当エリアの違いを確保して、市側でおぜん⽴てはするけ

ど⽤意していくのがよいと思います。 
委員 D：学校関係者の⽅に現状を身近なこととして考えてもらうため入れることはいいと

思います。しかし目的は何かということです。子どもの権利条例がしっかりと守られ
ているということを確認することが目的の機関であれば、あて職で⼈が変わる構成
メンバー、そして、ここに来たから賛成の⼈かわからないのは困る。子ども自身に課
題があり、解決のための機関なら学校の関係者は必要だと思うが、学校で子どもの権
利が侵害されている場合もあります。保育園に問題がある場合もあります。その案件
にどのように関わることがあると思います。当事者になる場合があると、その⼈がど
のように関わるかに委ねることになってしまいます。 

政策参与：年に２回くらいやって、終わり。そういう形になりかねないということです。 
事務局：想定していた意図とは違っていることがわかりました。ここに出てくるメンバーの

⽅が入っていた理由は、ここに課題を持ってきてほしいということを思っていまし
た。チェックして、報告してほしいということを思っていました。 

委員 C：それを自分でできるでしょうか。 
政策参与：代表の⽅はできてないことを言えないと思います。 



事務局：課題を出すための機関を置き、課題を出してもらい、委員会の役割としては出され
たことに対してチェックするということですね。 

委員 D：ここに書いてある⼈は⼤切です。しかし、別でチェックすることは必要です。そし
て、突きつけるのではなく、「⼀緒にやっていきましょう」という姿勢で子どもの権
利を守っていける体制を作らなければならないと思います。⺠間でお役に⽴てるこ
とはありますか、と懐柔していくようになればいい。 

委員 H：それはなかなか現状では難しいですね。 
委員 B：要対協のようなイメージではないでしょうか。代表者会議があり、啓発があり、ど

れくらい浸透しているかを把握し、進捗状況を検証します。生の声を聞きとれる現場
やアドボカシーなど実務会議があり、代表者会議にこんな話が上がっていますとい
う報告をするということです。代表者会議は、こちらに記載している⽅も来ていただ
くとよい。 

委員 B：要保護児童対策協議会もですね。代表者会議、実務者会議、ケース会議。代表者会
議はこんな⽅ですね。実務者会議は現場です。２段階がよいと思います。 

委員⻑：周知広報していただくには、各会の代表の⽅にきていただくとよいと思います。た
だ、問題を共有してボトムアップしていくには、ここに書いてある⽅たちではないと
思います。 

事務局：現実を判断していくには、市⺠目線の⽅たちに声を聞かなければならないというこ
とですね。 

事務局：⾏政側で声をかけて声を集まってもらえる⽅、いろいろな活動をしている⽅にもこ
うやって集まっていただいています。前例にならって仕組みを考えていきます。 

委員 E：子どもコミッショナーをこの上に置いたらダメなのでしょうか。 
政策参与：その組織関係はわからないですけど、置くなら、市⻑の直轄になると思います。 
委員 E：直轄でそのミッションを受けた部門があり、その下部に実務者、現場で代表を務め

るような会がある。実⾏してくださいと指示が出せる体制があるとよいと思います。 
政策参与：第三者機関であると同時に、権限がある感じがよいと思います。市⻑直轄がよい

かと思います。 
委員 E：そこを統括する市⻑直轄の機関があるとよい。 
委員 F：学校の問題というのは、校⻑よりも生徒指導主事の先生がよく知っている。そのよ

うな研修会にでている⼈たちのほうが問題をよくわかるのではないか。 
事務局：そのような会をもつことも検討していく段階と思います。 
委員⻑：いろいろな意見がでました。事務局にお返ししますので、検討をお願いします。 
政策参与：いろいろな自治体の前例も探してみてください。 
委員 C：現場にはソーシャルワーカーの⽅もいると思います。⼈員の検討もぜひお願いし

ます。 
委員 H：第２１条が実現できるような仕組みをお願いします。 
 
(４)アクションプランについて 
委員⻑：事務局よりお願いします。 



事務局：資料４をご覧ください。 
委員⻑：質問、ご意見はありますでしょうか？ 
事務局：補足ですが、重なる部分は出てくると思います。 
委員 E：緊急度や優先度という軸をいれる。今すでに侵害されている権利を救済するという

のが私はあればいいと思います。侵害が起こらないとか、よりより未来へというのは、
重要度は高いが、権利が侵害されている⼈にとっては話にならない。権利を救済し、
支える側になるように巻き込めたらいい。新しい南砺市を作るのに意見を聞かせて
ほしいということです。権利条例の構造と形とした骨子があり、実際進めるには、全
部取っ払って、今侵害されているものの徹底した洗い出し、どこが解決する力を持っ
ているか、解決する力、資源を持っているかというような動きを早くやりたいです。 

委員 H：取っ払うのではありません。それはそれです。平⾏してやっていかなければならな
い事です。 

委員⻑：市⺠の意見の中に、「南砺市に困っている⼈はいるの？」という疑問の声もありま
した。児童虐待であったり、子どもの貧困であったり、見えてないところで苦しんで
いる子どもたちがいた場合、調査していくためには、３番の下部組織を作ることにな
ります。記載し、見える化したらよいと思います。普及啓発というざっくりとしたも
のではなく、具体的に入れていくとよいです。 

委員 F：子どもたちは「これが問題」と考えているより、「〇〇だったらいいな」という漠
然とした理想を抱えています。私たちは、対話をしていないと思います。⼀⽅的に出
すだけになっている現状があるので、対話のやり取りの中でそれではどうしていく
のか出していく過程がないと思います。 

委員 A：実際に第三者から見て明らかに虐待であっても、生まれてからその環境に生きてい
る「こんなもんだ」と、子どもは気づきません。周りの親もこんな感じなんだろうと
子ども自身が気づかないことがあります。子ども自身が知っていくということが必
要だと思います。 

委員 F：アクションプランの提案ですが、常時、子どもの話を聞き、⼤⼈の話を聞く、それ
ぞれの話をする場はあるが、話し合って直接作る場がないと思います。それがあるだ
けでも、子どもの課題が見えてきて、必要なことが整理されていくように思います。
そのような場を考える事は必要だと思います。 

委員⻑：そのような場を作ることをアクションプランに盛り込むことが、南砺モデルになる
ように感じます。 

委員 E：まずは、年限を区切ってでも、子どもが集まる居場所にスタッフを配置して、話を
聞く。そこで何が起こっているのかなど吸い上げて見れたらよい。見守りの保護者が
いる場、そこに⾏って話を聞くことが⼤切です。 

事務局：このような案についてですが、「例えば」の例になるのか、①②のようにもう⼀つ
「実態調査」として項目建てをして入れていくのか。今起こっていることに対しても
取り組んでいくことを示すということでよろしいでしょうか。 

委員⻑：その⽅が市の姿勢が見えやすく、わかりやすいと思います。 
委員 H：４つの柱の⼤枠についてはこれでよいと思います。当然重なるところがあると思



います。 
事務局：こちらからの普及啓発だけでなく、声を聞いて作るということですね。①と④に調

査を入れます。 
委員 H：アクションプランができるまで動きを待つのではなく、できるところから始めれ

ばいいと思います。 
事務局：対象となる⼈からの声を聞かせていただくことで、仕組みにも反映させていきます。 
事務局：意見交換もそこに含まれると思います。 
委員 H：⼤⼈、子どもと分けなくても拡⼤でもよいと思います。地域の⽅からも何が必要か

聞くことが⼤切だと思います。 
委員 A：バラバラも必要です。そしてお互いの声を聞くことも必要です。⼀般的な会話で出

てくるようなこともあると思います。耳を傾けるということです。 
委員 C：現場で声を聞いている⼈はたくさんいると思います。でも次につながらないことは

あります。⼀つの事例から作っていくことも⼤切です。 
委員 E：市だけで抱え込んではいけません。かっちり決めると動けなくなります。市は情報

のハブとなってもらい、実際に動くのは市⺠・⺠間でよいと思う。我々が動いて、し
っかり傾向・ニーズが見えてきたら、市で制度化してほしい。そこには、⾏政だけで
なく、市議に動いてもらう。市議にモデルを作り提案してもらうということです。 

委員⻑：かなり具体的な意見です。提案です。 
事務局：この柱で進めさせていただきます。最後のワーキンググループがありますので、検

討を深めていきます。また、子どもたちからも、意見をいただいています。５回目で
いただいた意見を反映していきたいと思います。 

委員⻑：それでは、その報告は第４回にお願いします。 
 
３、その他について 
委員⻑：事務局よりお願いします。 
事務局：資料５により説明 
   (１)今後のスケジュールについて 

・次回の策定委員会は、令和４年７月３０日を予定 
・第⼆回の意見募集と各ワーキンググループで出た意見をもとに南砺市子どもの権

利条例(案)を完成させます。 
・広報周知について 

     南砺市ＰＴＡ連絡協議会と連携 
     ６月２０日〜７月１０日第⼆回意見募集 
     ７月７日（金）政策参与⼤⼆先生講演会 

 ８月６日（土）シンポジウム 
令和５年２月１１日(土)制定記念イベント 

(２)オフィシャルキャラクターについて 
     保育園でぬりえを実施し、市内に展示しました。 
委員⻑：以上について質問、ご意見はありますでしょうか？ 



以上で、すべての事項について終了させていただきます。 
   これにて進⾏を事務局にお返しします。 
 
４、閉会 
事務局：どうもありがとうございました。それでは、南砺市政策参与であり、本委員会のス

ーパーバイザーである、真生会富山病院⼼療内科医の政策参与⼤⼆先生より、閉会の
挨拶をいただきます。 

政策参与：パブリックコメント２００件はすごいことだと思います。関⼼があり、話題にな
っているのだと思います。元気をもらいました。今日も新聞に日赤に子どもの発達外
来ができたというニュースが出ていました。南砺のえがおクリニックがきっかけに
なっている、広まっているのではないかと思います。今後の権利条例も南砺市が先駆
者としてこのようないいものがあるという例となり、富山県全域に広まるとよいと
思います。現状では、⿊部市、滑川市、高岡市で働きかけていこうと思っています。
ぜひ、モデルになる条例を⼀緒に作っていきたいと思います。 

事務局：ありがとうございました。以上をもちまして、第３回策定委員会を閉会いたします。 
 



第４回南砺市子どもの権利条例策定委員会 会議録 
 

令和４年７月３０日（土）     
１４時 00 分〜１６時００分    

於：南砺市井波総合文化センター 
 

参加者：(南砺市政策参与)明橋⼤⼆、(委員⻑)彼⾕環、(副委員⻑)楠井悦子、 
(委員)明柴聰史、山下裕美、高橋佳津江、木下三喜子、磯辺文雄、齊藤優華 
(こども課)溝口課⻑、荒井係⻑、川⽥主任 

⽋ 席：榎木勝規 
 

１、開会 
事務局：皆さま、本日は、お忙しいところご出席いただきまして、ありがとうございます。 

ただいまから、第４回南砺市子どもの権利条例策定委員会を開催いたします。 
開会に先⽴ちまして彼⾕委員⻑からご挨拶をいただきます。 

委員⻑：みなさんこんにちは。お休みの⼤変暑い日に、お集まりいただきありがとうござい
ます。本日第４回の策定委員会となります。⼤詰めとなってきました。当初の予定で
は、本日案をとりまとめて、市⻑にお渡しできるのではないかと思っておりましたが、
６月にこども基本法ができたこと、見直しによって重複が確認されたことなどから
再度見直しが必要であると思っております。丁寧に確認し、そして南砺市らしい条例
ができればと思っております。よろしくお願いいたします。 

 
事務局：ありがとうございました。 
   出席者の確認をいたします。 
 
   南砺市政策参与 明橋⼤⼆先生 
   子どもの権利条例策定委員会 委員⻑ 彼⾕環先生 
   副委員⻑ 楠井悦子さん 
   子ども部会 代表 明柴聰史先生、副代表 山下裕美さん 
   ⼈づくり部会 代表 高橋佳津江さん、副代表 木下三喜子さん 

環境づくり部会 副代表 磯辺文雄さん、斎藤優華さん 
 
環境づくり部会榎木さんは⽋席です。皆さんのお許しをいただき、音声を聞かれると
いうことです。 

 
   本日は、９名中８名のご出席をいただいており、南砺市子どもの権利条例策定委員会

設置要綱第６条第２項により、委員の出席が過半数に達し成⽴しておりますことを
ご報告いたします。続きまして、南砺市側の出席者及び事務局の紹介をさせていただ
きます。こども課 荒井主幹、同じくこども課の川⽥です。また、本日の会議の予定



時間でございますが、おおよそ 16：00 の終了を予定しておりますので、円滑な進⾏
にご協力をお願い申し上げます。また、明橋先生は１５：００に退席と伺っておりま
す。 
それでは、「南砺市子どもの権利条例策定委員会設置要綱」第６条により、「委員会の
会議は、委員⻑が招集し、その議⻑となる。」とありますので、ここからは彼⾕委員
⻑に議事の進⾏をお願いしたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 

 
２、協議事項 
(１)第２回意見の実施について  
委員⻑：協議事項に入ります。 
   事務局より説明をお願いします。 
事務局：資料１により第２回意見募集結果を説明 
委員⻑：質問、ご意見はありますでしょうか？ 
   私から１点お願いします。たくさんのご意見をいただいていますが、事務局から見て

今後どのようなことに気をつけていけばよいと感じていますか。事務局案はありま
すか。 

事務局：１４・１５ページに意見の反映という枠組みの中に取り上げ、事務局案を記載して
います。 

 
(２)南砺市子どもの権利条例（仮称）素案について  
委員⻑：事務局から資料の説明をお願いします。 
事務局：資料２により経緯を説明 
   意見募集からの質問事項１３点 
    
政策参与：荒牧先生は日本で子どもの権利の第⼀⼈者であり、これまでも多くの自治体の条

例づくりにも携わられています。素案の第９条です。「保護者は養育する子どもに対
して責任と義務があります」と、保護者の責務として書いてあります。もちろん、子
どもの養育について親は第⼀義的な役割があると他の法律にも書いてあります。し
かし、現代の状況をみると、親自身も苦しんでいる。親自身も自己肯定感が低いとい
う中で、親ばかりに責任を押し付けるとしんどくなるのではないかと。意見募集の中
にも、⼤⼈の権利はどうなるんだと、支えが必要であると意見があります。例えば、
松本市の条例ですが、「必要な支援を受けることができる」「市は保護者を支援する」
と書いてあります。保護者の責務ということだけでなく、「みんなで親を支援してい
きましょう」という姿勢があると親が安⼼すると思います。それが入ることで、親に
もやさしい条例になると思います。 

   また、オンブズパーソンについてです。やはり、子どもの権利を保障するには、救済
機関が必要です。素案には、第５章第２０条に、「救済される体制を整えます」とあ
りますが、曖昧です。例えば、すでに相談機関があり、相談機関も救済のための機関



と言えます。相談窓口があるからといって、虐待やいじめを受けた子が救済されてい
るわけではありません。しっかりと救済機関を設置しなければならないということ
です。それが、子どもオンブズパーソンや、子どもコミッショナーです。当初、こど
も基本法が作られる時も、子どもコミッショナーの話題は出たのですが、記載まで至
らなかった。しかし、本来は入れるべきであると思います。「救済機関を設置します」
とすべきだと思います。「子どもオンブズパーソン」や「子どもコミッショナー」と
いう具体的な言葉が入らなくても、「救済機関を設置します」という言葉は入れた⽅
がいいと思います。他の自治体の条例でもしっかり明記しているところはあります。 

委員⻑：只今の２つの意見について、さらに聞きたいこと、機関を設けることについて意見
をお願いします。 

委員 H：保護者を支援するということについて、第４章第１４条のところで、市の役割が記
載されています。それでは足りないということでしょうか。 

政策参与：はい。具体性に⽋けると思います。 
委員 H：しかし、これは条文であり、具体的なものはガイドブックで捕捉するという構造に

なっています。南砺市の素案では、第３章は⼤⼈の役割について書かれています。第
４章は環境となります。第４章に記載することで重複の印象が残ると思います。 

事務局：第１４条の３項に「市は、保護者や地域団体等子どもに関わる⼤⼈を支援します。」
とあります。ただ、松本市のように具体性はありません。具体性をもたせるなら、こ
の部分を膨らませることはできると思います。 

委員 H：保護者の役割について、９条で「市は保護者を支援します」ということが入り込む
と南砺市の章⽴て、構造が違うと思います。別の章⽴てに仕組みとして書いてありま
す。１４条を膨らませるというのはよいと思いますが、繰り返しになると思います。 

政策参与：保護者の役割に「支援を受けることができます」といれるのはいかがですか。 
委員 H：その書き⽅ならうまくいくと思います。 
委員⻑：「保護者はその養育する子どもに対して責任と義務があり、また、必要な支援を受

けることができます。」でいかがでしょうか。 
委員 A：順番はどうしますか。具体的な⾏動があり、それを支援するのではないかと思いま

す。 
委員 G：２と３は居場所と⾏動がわけて書いてあるので残すべきだと思います。 
委員⻑：条例なので、詳しいことはガイドブックに記載し、消すこともできると思います。 
委員 H：具体的なことは「子育て」とまとめることができます。 
政策参与：私は、２と３は残した⽅がよいと思います。１項を先ほどの案で記載し、具体的

な⾏動が書いてあるという意味でよいと思います。 
委員⻑：⼤体の意見が出ましたので、とりまとめを事務局にお願いします。 
   子どもコミッショナーについてうつります。政策参与に伺いたいのですが、そのよう

な機関ができた時、現在ある児童相談所や相談機関などはどのような関係になるの
ですか。 

政策参与：主としてはいじめです。虐待に関しては命にかかわるので児童相談所となります。
いじめはそんなに児相は力をいれていないし、教育委員会も関係機関になります。第



三者機関を置くことが必要です。先生からのパワハラについても対応します。天候を
余儀なくされる子どももいます。学校で起こったことは泣き寝入りになりやすいで
す。 

委員⻑：それでは、具体的に条文にいれるかどうかです。 
事務局：条文からは相談救済の体制をつくるという意思が見られます。ガイドブックに詳細

を書くのではなく、「救済機関」という明記が必要であるということでしょうか。 
政策参与：はい。そういう組織があるということです。 
委員⻑：予算も必要な話になりますね。気持ちとしては入れたいところですね。 
委員 H：この条例でそこまで決めていいものでしょうか。 
政策参与：体制を作りますだと、相談機関をもう⼀つ増やすとかそういうことで終わること

もあります。実際に動ける機関を持つということです。 
委員 A：確かに動けるところは必要です。 
委員 D：こども家庭庁ができたら、子どもの相談支援センターができることが義務付けら

れます。そういうところに入るということですか。 
政策参与：子ども家庭支援センターですね。 
委員 D：それでは作るということではないでしょうか。 
事務局：そこまでの役割はないと思います。保健センターと相談室が合わさった感じです。

市町村には設置の努力義務がかされます。 
事務局：⾏政機関に設置されるものなので、第三者機関にならないと思います。また、他の

自治体では、子ども子どもオンブズパーソンのために条例を作成しているところも
あります。川⻄市はそのような条例があります。 

委員⻑：予算をとり、引き受ける⼈もいることから、理想的ではありますが、すぐにはでき
ない印象があります。 

事務局：アクションプランを作る時に、盛り込んで検討し取り組んでいくことが必要がある
と思います。条文に盛り込むかどうかについて今回判断していただければと思いま
す。 

委員 H：可能なのであれば、盛り込めばよいと思います。 
政策参与：例えば、この先、市⻑が変わっても条例に書いてあれば守られていきます。 
委員 D：この先、議会を通していかなければなりません。組織作っただけで構造が見えない

ものについては指摘があると難しいのではないかと思います。 
事務局：ここに乗せるには議論を尽くしきれないと思います。そこに記載しても、具体的に

どういったものを想定しているかについて議会でも質問されると思います。来年度、
権利委員会を⽴ち上げて、南砺市に必要であるか、それはどのようなものかについて、
しっかり検証をして、それでもやはり必要であると判断されたときに設置できるの
ではないでしょうか。事務局からの意見です。 

委員⻑：政策参与と事務局、どちらの意見もわかります。仮に、アクションプランなどで設
置に向けて検討していくということで調整していく、検討していく、というのはどう
でしょうか。せっかく設置しても活⽤できなければ意味がありません。また、条例は
改正ができます。２段階で検討していくのはいかがでしょうか。 



委員 F：今の南砺市⺠に「子どもオンブズパーソン」という言葉が条例にあっても、理解は
できないと思います。まずは、伝える事が先で、必要性を検討し、それからの設置で
ないでしょうか。 

委員⻑：わたしたちもちゃんと勉強しなければなりませんね。政策参与はいろいろな事情や、
先進地事例もご存じであり、今回の意見であったのだと思います。 

政策参与：皆さんで決めていただければと思います。⼩杉町で条例ができたときに、最初か
らオンブズパーソンが必要だと言われていたけど、いまだにできてはいません。合併
や、⾸⻑が変わり、結果として、いじめによる自殺が起こった。これは本当に失策だ
と思います。ぜひ、今後の取り組みとして南砺市では作っていただきたいです。 

委員⻑：作ることを予定しながら、アクションプランに盛り込んでいくということですね。 
委員 H：第２０条の「救済される体制を整えます」に期待します。実際辛い思いをしている

⼈たちが救済される体制を南砺市がつくることを期待します。 
事務局：アクションプランの中に、調査という項目が必要であるという意見もありました。

現状を把握し、取り組んでいくということでよいですか。 
政策参与：今、南砺市でいじめは表面化していないかもしれない。しかし、南砺市にえがお

クリニックを作ったときに痛感しました。南砺市のニーズがとても高かく８割が南
砺市です。今表面上に上がっていないからニーズがないというわけではありません。 

委員 A：第三者機関に相談し、実際に動いてもらえるということは⼤切だと思います。アク
ションプランの中でできることを願っています。 

委員⻑：直接かかわっておられる⽅の意見は⼤切ですね。設置に向けて調査を⾏うというこ
とでよいでしょうか。 

委員 F：調査というと数字で出てきます。「１」とでて、少ないと判断してはいけません。
その子どもにとっては１０でも１００でもあります。オンブズマンになればそれが
救えるのか、体制を変える、作ることで、今まで救えなかったものを救うことができ
るようにするならば、表面に出てきたものをとりあげるのではなく、これまでと違う
把握の仕⽅があると思います。そこも考えて取り組まなければなりません。 

委員 D：子どもの⼈権侵害はいじめや虐待だと思います。われわれは条例を作るだけでな
く、今度の子どものために何ができるか、条例ができたら、今まで以上の思いとエネ
ルギーをもって体制づくりをしていかなければならないと思います。 

委員 F：本当にそうだと思います。条例ができ、その条例によって子どもへの体制がとれる
ようになれば文章が⽴派でなくても子どものために動けると思います。 

委員⻑：条例はルールですので、誤解のない、誰でもわかる言葉を使い、だけど、⼀⼈⼀⼈
の侵害がないように、新しい取り組みができるとよいと思います。この後につなげて
いけるような対応にしていきたいと思います。 

 
事務局：それでは、委員⻑の意見から見直しをお願いします。 
委員⻑：市⺠の意見について、事務局でとりまとめ、事務局案を作成していただきました。

これについては事前に確認いただいています。ご意見ありますでしょうか。 
委員 B：前文はわかりやすくした⽅がいいと思います。具体的なところについて、いろいろ



な意味がとらえられるのは変えていけばよいと思います。 
委員⻑：愛情などという言葉はどうですか。主観的な言葉になります。 
委員 B：過去に、愛護という言葉が使われていました。幸せを感じもですが、⼈によって幸

せは異なります。 
委員 C：委員⻑の「かけがえのない」という言葉は主観が入らず良いと思いました。⼀保護

者、地域団体でできることは異なります。ここに分けて記載する必要があるのかと思
いました。 

委員 D：私は、「⼼身ともに健康に」は引っかかっていました。「すこやか」でよいと思いま
す。南砺市らしさでいくならば、「愛情」をいれてもいいのではないかと思います。 

委員⻑：ひらがなの「すこやか」がよいですね。 
委員 A：検討中は、あえて「愛情」は入っていなかったと思います。愛情を受けられていな

い子もいますし、主観的なものになります。 
委員 G：私も愛情と幸せに違和感があります。 
委員 F：削れるところは削って、象徴的な段階まで絞ってはどうでしょうか。「子どもは」

から始め、不要なものを削ったらよいと思います。共感する部分が多いです。 
委員 H：５段落ありますが、１と４が重なるのでどちらかでよいと思います。２段落の４文

目も⼤きく削除してよいと思います。 
事務局：前文について事務局で修正しますので、メールにて確認をお願いします。 
 
事務局：条文についてお願いします。全体についてですが、持てるものは「持つ」と漢字を

使⽤し、⼿で持てないものは「もつ」と統⼀すると決定していました。今回、「ぎょ
うせい」から、条例として体裁を整えるために「持つ」と修正がありました。よろし
いでしょうか。 

委員⻑：統⼀でお願いします。まだ、繰り返し見ることによって気になる点があると思いま
す。本日の修正が終わったものの再度確認をお願いします。 

 
南砺市子どもの権利委員会（案）について 
委員⻑：事務局よりお願いします。 
事務局：資料３をご覧ください。 
委員⻑：質問、ご意見はありますでしょうか？ 
委員 F：第２２条の文でよいと思います。 
委員⻑：子どもの権利委員会について盛り込んだということで、お願いします。 
 
アクションプランについて 
委員⻑：事務局よりお願いします。 
事務局：資料４をご覧ください。 
   今年度中に骨子案を作成し、次年度からは子どもの権利委員会の中で検討していき

たいと思います。 
委員⻑：それでは、よろしくお願いします。 



 
３、その他について 
委員⻑：事務局よりお願いします。 
 
事務局：今後の予定についてです。 
   １０月パブリックコメント実施し、１２月条例案の上程を目指しています。 
   ８月９月の間に必要な修正を⾏い対応していきたいと思います。今日の会議を反映

させたものをメールにて送付します。ご意見をお願いします。 
 

 今後のイベントについて 
令和４年８月６日（土）シンポジウム 
令和５年２月１１日(土)制定記念イベント  

 
委員⻑：以上について質問、ご意見はありますでしょうか？ 

以上で、すべての事項について終了させていただきます。 
   これにて進⾏を事務局にお返しします。 
 
４、閉会 
事務局：どうもありがとうございました。楠井副委員⻑から挨拶をいただきます。 
副委員⻑：南砺市に期待をしております。こども家庭庁もでき、子どもの権利に関する条例

が作られつつあると思います。南砺市がいいお⼿本となるよう期待しておりますの
で、よろしくお願いいたします。 

事務局：ありがとうございました。以上をもちまして、第４回策定委員会を閉会いたします。 
 



第５回南砺市子どもの権利条例策定委員会 会議録 
 

令和４年９月２１日（水）  
1３時０0 分〜1４時３０分 
於：zoom 開催    

 
参加者：(南砺市政策参与)明橋⼤⼆、(委員⻑)彼⾕環、(副委員⻑)楠井悦子 
    (こども課)溝口課⻑、荒井係⻑、川⽥ 
書面参加：(委員)明柴聰史、山下裕美、高橋佳津江、木下三喜子、榎木勝規、 

       磯辺文雄、齊藤優華 
 
１．開会 
事務局：皆さま、本日は、お忙しいところご出席いただきありがとうございます。 

ただいまから、第５回南砺市子どもの権利条例策定委員会を開催いたします。本会議
は事前案内を送付いたしましたが、通常開催は困難と判断されたため、書面開催へ変
更しております。事前に各委員から意見を提出いただき、最終素案調整についての委
員⻑・副委員⻑への⼀任について了承をいただきました。本日は、７名の書面決議書
と２名の参加のため、９名中９名のご出席をいただいており、南砺市子どもの権利条
例策定委員会設置要綱第６条第２項により、委員の出席が過半数に達し成⽴してお
りますことをご報告いたします。 
また、各委員には事前案内にて９月２３日に市⻑に提言書を提出すること、第三者委
員会を要望することについても了承いただいております。本日はよろしくお願いい
たします。 

    
本日の会議の予定時間でございますが、おおよそ 1４：３0 の終了を予定しておりま
すので、円滑な進⾏にご協力をお願い申し上げます。明橋政策参与は１４：００から
の参加予定です。 
それでは、「南砺市子どもの権利条例策定委員会設置要綱」第６条により、「委員会の
会議は、委員⻑が招集し、その議⻑となる。」とありますので、ここからは彼⾕委員
⻑に議事の進⾏をお願いしたいと思います。 
よろしくお願いいたします。 

 
２、協議事項 
(１)条例素案について 
委員⻑：事前に各委員から提出された意見についてこども課でとりまとめをしていただき

ました。本日、４点について見直しを図ります。 
   １点目です。第４章第３条３項についてです。主語が「子どもとその家族」となって

います。主語は子どもでよいと思います。修正案で対応してよろしいでしょうか。 
副委員⻑：賛成します。 



委員⻑：ありがとうございます。 
２点目です。第３章 第９条 ３項の「家庭が」という言葉の使⽤についてです。施設
や里親と生活を共にしている子どももいるため、全ての子どもに対応しているのか
という意見がありました。 

事務局：当初、「家庭」ではなく、「生活の場」という表現を⽤いていました。しかし、パブ
リックコメントで「イメージがわきにくい」「遠回しである」という意見が出たため
多くの子どもが生活の場としている「家庭」に変更したという経緯があります。施設
や里親等の関わりにおいても、子どもにとって身近な「家庭」が安⼼して過ごせる居
場所としてイメージされると思い、「家庭」に修正をしています。 

副委員⻑：保護者は様々な法令でも定義があります。保護者がどのような場を子どもに提供
できるかということが⼤切です。子どもたちが多くの時間を過ごすのは家庭と学校
です。両⽅で権利が守られていることが⼤切です。家庭での虐待は、隠され、表に出
にくいです。支援できる場と⼈がつながるようにすることが⼤切です。 

委員⻑：いろいろな場所で育つ子どもたちのことを思えば、「生活の場」に戻すとよいと思
います。そして、「子どもの生活の場」としっかりと書くことで保障することができ
ます。子どもたちの生活において、虐待のない環境を作ることが⼤切ではないでしょ
うか。 

事務局：それでは、「家庭」から「子どもの生活の場」に修正します。 
委員⻑：ありがとうございます。 
   それでは３点目です。第３章 第１１条 ２項の「子育て家庭」という言葉の使⽤につ

いてです。先ほどと同様に、家庭でない場で育つ子もいます。「子育て世帯」に表現
を変えるべきという意見がありました。 

事務局：こちらについても、地域内の子育て家庭を支援し、孤⽴を防ぐという観点がありま
す。地域において子育てをしている「家庭」としたほうが多くの対象の⽅に伝わると
判断し、修正はしておりません。 

副委員⻑：地域における「家庭」はイメージしやすいと思います。 
事務局：子育て家庭の持つ環境に寄り添うということが求められます。ひとり親で子育てを

する家庭、地域のはずれにあり交通面で不便な家庭、⼤家族、核家族など、それぞれ
の家庭のある環境に寄り添うということです。 

委員⻑：子育てをしている⼈すべてということですね。こちらは変更無しでよいと思います。
いかがでしょうか。 

副委員⻑：賛成します。 
委員⻑：ありがとうございました。 
   それでは４点目です。第４章 第１３条 ３項の「子育て家庭が安⼼できる」という文

についてです。「子育て家庭」とすることで対象が限定されることになるという意見
です。 

事務局：この条文の目的は、日常の環境において、「安⼼して子育てできる社会づくり」に
取り組むということです。対象は、子育て家庭に限らないと判断しました。 

副委員⻑：１項と３項のどちらにも「すこやかな」と入っていますね。 



事務局：１の対象は子ども自身であり、３の対象は、子どもに関わる⼈たちです。そのため、
社会づくりとなっています。 

委員⻑：それでは、明確にするため、重複部分の「子どもが健やかに育つため」を削除し、
「こどもに関わる⼤⼈が」としてはいかかでしょうか。 

副委員⻑：賛成します。 
委員⻑：ありがとうございます。それぞれの条文に意味があると思います。各条文から具体

的衣に何を生み出せるか、どのような施策につなげていけるかについても整理して
おく必要があると思います。 

 
委員⻑：言葉の繋がりについてです。 
   第４条「子どもは、命を守られ、⼼と体を⼤切にします。」で、「命が」から「命を」

に修正します。政策参与からのご指摘です。 
   今ほど気づいたので１点お願いします。第１９条「こどもやこどもに関わる⼤⼈」と

ありますが、第１７条２項に合わせて「こどもとこどもに関わる⼤⼈」に修正を提案
します。 

副委員⻑：賛成します。 
委員⻑：以上で条文の修正を終わります。ありがとうございました。 
 
(２)提言書提出について 
委員⻑：市⻑への提言書提出が９月２３日(金・祝)となっています。提言書につきまして、

事前に子ども課案をいただきありがとうございます。こちらで修正したものを送付
いたしましたのでご確認ください。 

事務局：ありがとうございました。確認させていただきます。 
 
３．その他について 
委員⻑：事務局よりお願いします。 
事務局：今後の予定についてです。 
   本日いただいた意見をもとに、最終の修正を⾏います。本日中に送付いたしますので、

ご確認いただき、明日、最終案の確定とします。 
   令和４年９月２３日(金・祝)提言書提出です。明日は、９時１５分までに南砺市役所

にお越しください。 
委員⻑：以上について質問、ご意見はありますでしょうか？ 

以上で、すべての事項について終了させていただきます。 
   これにて進⾏を事務局にお返しします。 
 
４．閉会 
事務局：ありがとうございました。以上をもちまして、第５回策定委員会を閉会いたします。 



令和４年１０月４日 

 

南砺市こどもの権利条例素案検証委員会 委員各位 

南砺市こども課長 

 

第１回検証委員会配布資料の記載に対する質問について 

（おねがい） 
 

 第１回南砺市こどもの権利条例素案検証委員会で配布いたしました、南砺市子どもの権利条例

策定委員会の資料２、資料３をご確認の上、資料の記載内容についてご質問がございましたら、

提出をお願いいたします。 

寄せられた質問につきましては、担当課で回答を作成し、委員各位と共有いたします。 

 

【提出期限】  令和４年１０月５日（水） 

 

【提出方法】  電子メール、ＦＡＸ、郵送（１０月５日必着） 

 

配布資料の記載内容に対する質問を記入ください。 

〇資料２に対する質問 
 
 
 
 
 
 
 

 
〇資料３に対する質問  
 
 
 
 
 
 
 

 
〇その他、質問事項がございましたらお聞かせください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜提出先・事務担当＞ 〒939-1692 富山県南砺市荒木1550番地 

南砺市教育委員会こども課子育て応援係 

Tel：0763-23-2010 Fax：0763-52-6342 

E-mail：kodomoka@city.nano.lg.jp 

資料４

mailto:kodomoka@city.nano.lg.jp


第１回南砺市こどもの権利条例素案検証委員会 会議録(書面開催) 

 

日 時：令和４年１０月４日（火）  

場 所：書面開催 

出席者：森 透 委員⻑、得能 金市 副委員⻑、林 衛 委員、⽯動 仁 委員 

⽋席者：― 

事務局：― 

 

１ 開会 

 

 

２ 委嘱書交付 

   

３ 委員長の選出について   

  委員長の互選について、書面決議表を記入し、署名を添えて、令和４年１０

月５日（水）までに提出を依頼した。 

 

４ 協議事項 

（１）開催趣旨（説明） 

「南砺市こどもの権利条例素案」の内容について、国際条約である「子

どもの権利条約」の理念に則したものであるか、特定の思想に偏って

いないかなど、公正公平かつ中立的な立場からの検証を行うもの。 

 

（２）南砺市こどもの権利条例素案内容について（説明） 

資料を基に説明を行い、掲載内容についての質問事項について、令和  

４年１０月５日（水）までに提出を依頼した。 

 

５ 閉会 

 

 


