
みんなで守ろう子どもの笑顔
－子どもの権利について考える－
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特集特集

　11月20日は「世界こどもの日」。平成元年、「子どもの権利条
約」が国連の総会で採択された日です。
　豊田市では、平成19年に「豊田市子ども条例」を制定し、子ど
もにやさしいまちを実現するために様々な取組を行ってきまし
た。皆さんで子どもの権利について今一度考え、子どもの笑顔
を守りましょう！

　豊田市は、県内で
最初に子ども条例を
作ったまちだよ！

子どもの権利とは？
　「豊田市子ども条例」では、子どもにとって大切な４つの権利を定めています。これらは、すべての
子どもが生まれながらにして持っている権利として保障されています。

TopicTopic あなたの身近に「ヤングケアラー」はいませんか？あなたの身近に「ヤングケアラー」はいませんか？
　ヤングケアラーとは、家事や、家族の世話な
どを大人に代わって日常的に行っている子ども
のことです。
　病気や障がいのある家族や幼いきょうだいの
世話をすることで、勉強や宿題をする時間が取
れない、自分の時間や友達と遊ぶ時間が取れな
いという状況は、子どもにとって大切な権利が
保障されているとは言えない状況です。

主な相談先一覧
●18歳未満の子どもの養育上の悩み相談
　家庭児童相談室（☎35・1152）
●こども園に関する相談
　保育課（☎34・6809）
●不登校、いじめ、非行などに関する相談
　青少年相談センター（☎33・9955）
●若者の自立に関する相談
　若者サポートステーション（☎33・1533）
●福祉に関する総合的な相談
　福祉総合相談課（☎34・6791）
●障がい福祉サービスなどの利用に関する相談
　障がい福祉課（☎34・6751）
●高齢者の介護、福祉などに関する相談
　高齢福祉課（☎34・6984）、
　各地域包括支援センター（連絡先は市ホームページ参照）
●就労、家計、住まいなど生活に関する相談
　社会福祉協議会（☎34・1132）
●生活保護に関する相談
　生活福祉課（☎34・6635）

©一般社団法人日本ケアラー連盟（事例から一部抜粋）
チルコ

豊田市子ども条例
マスコットキャラクター
チルコ

　命が守られ、大切にされること、いじ
めや虐待から守られることが保障されて
います。

①安心して生きる権利
【子ども条例第５条】

たくさん愛情を感じると
安心して生活できます！

　ありのままの自分が認められ、個性を
伸ばすことが保障されています。

②自分らしく生きる権利
【子ども条例第６条】

ひとりひとり違う思いで
行動しています！

　十分に遊んだり、学んだりできること、
夢に向かって挑戦し続けることが保障さ
れています。

③豊かに育つ権利
【子ども条例第７条】

　自分の気持ちや考えを表明すること、
活動の機会が用意されることが保障され
ています。

④参加する権利
【子ども条例第８条】

やりたいことに挑戦すると
力を伸ばすことができます！

子ども会議など、自分の考えを
大人に表明する機会もあります！

　こことよは、いじめや虐待など、子どもの権利が侵害されたとき、その救済と回復を図るために設
置されています。子どもから話を聴き、一緒に考え、解決を目指していきます。保護者からの相談も
受け付けています。

こことよ （とよた子どもの権利相談室）こことよ （とよた子どもの権利相談室） 0120・797・9310120・797・931相談窓口相談窓口
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みんなで協力して子どもの権利を守ろう！
　子どもの権利は、子ども自身、子どもの周りにいる大人、地域の人などが、それぞれの立場で守っ
ていくことが大切です。

家庭教育事業（親育ち交流カフェ）
　学校やPTA、地域団
体向けに“子育てに関
する相談や情報を気軽
に意見交換する機会”
を提供する事業です。
意見交換の進行を行う
ファシリテーターの謝
礼を市が負担します。家事や仕事、子育てに追われる保
護者の皆さんが、交流カフェで一度立ち止まり、思いを
吐き出しあって「また子どもと向き合おう」と思える場を
作りたいと考えています。

子ども子ども

子どもやその家族の
周りの人々

子どもやその家族の
周りの人々

市市

事業者（企業など）事業者（企業など） 市民（地域）市民（地域）

育ち学ぶ施設
（学校、こども園など）
育ち学ぶ施設

（学校、こども園など） 家庭（保護者など）家庭（保護者など）

仕事と子育ての両立を支援するな
ど仕事と子育ての両立を支援するな
ど

・地域の中で子どもを見守る
・活動に子どもの意見を取り入れる　な

ど

・地域の中で子どもを見守る
・活動に子どもの意見を取り入れる　な

ど

子どもに応じた指導や援助、いじめの防止をするな
ど子どもに応じた指導や援助、いじめの防止をするな
ど 子どもの意見を受け止め、話し合いをするな

ど子どもの意見を受け止め、話し合いをするな
ど

役割 役割

役割
役割

・子どもの権利についての周知、啓発をする
・いじめ防止、虐待予防、居場所づくりに取り組む
・子どもの社会参加を促進する　な

ど

・子どもの権利についての周知、啓発をする
・いじめ防止、虐待予防、居場所づくりに取り組む
・子どもの社会参加を促進する　な

ど

役割

自分の権利も友達の権利も
大切にしよう！

豊田市子ども会議
　子ども会議は、豊
田市子ども条例に基
づき、まちづくりに
ついて子どもの意見
を聴くために設置さ
れています。小学５
年生～高校３年生の
子ども委員が、テーマについて体験活動や話し合い
を行い、“自分たちにできること”についての提案を
します。令和３年度は、「SDGs～子どもの視点で食
品ロスについて考えてみよう～」をテーマに活動し
ています。

豊田市青少年健全育成推進協議会  
　豊田市青少年健全育成推進協議会（青推協）は、明日の担い
手である青少年の健全育成を目指し、青少年の活動をサポー
トしています。例えば、中学生の社会性や自主性を培うこと
を目的とした「中学生の主張発表大会」は、青推協が運営して
います。また、地域の他団体と協力し、環境を整えることで
非行防止を図って
います。夜間のパ
トロールやお祭り
ごとなど、地域に
溶け込んで活動を
しています。

学生によるまちづくりの会

会長　田中 強 さん会長　田中 強 さん
たなか  つよしたなか  つよし

これまでも子ども会役員な
ど様々な形で地域に関わっ
てきました。地域活動を続
けていると、関わってきた
子どもたちの成長を見るこ
とができます。

交流カフェに参加して、子どもと
の関わり方で同じ悩みを持ってい
る人がいると分かりました。気持
ちを共有できたことで、心に少し
余裕が生まれた気がします。

子ども会議では、他の学校や学年の子
の様々な意見が聞けます。自分の意見
も聞いてもらうことができて、とても
うれしいです。

子どもの権利を守るための事業や団体を紹介します！

　学生によるまちづくりの会（学まち）は、大学生・高
専生・高校生を中心に結成された、豊田を拠点に活動
する学生団体です。学まちの活動は、すべて学生の企
画によって行われています。例えば、クリスマス会な
どで子どもたちと交流したり、他団体と連携してまち
づくり事業を行ったりと、
学生の目線から豊田を盛
り上げる活動をしていま
す。

自分たちで考えた企画で子どもたちが
喜んでくれることがやりがいです。
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