平成２８年
第１回市議会定 例会

議案第５ ０号

函館市子ど も条 例の制定に ついて
函館市子ども条 例を 次のように 定める。
平成２８年２ 月２ ６日提出
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函館市子ど も条 例
子どもは，一人 一人 がかけがえ のない存在であり，未来をつくる 希望
です。次代の社会 を担 う子どもが ，人と人との触れ合いや支え合い の中
で個性豊かにのび のび と育まれ， 生き生きと輝くことは，私たちの 願い
です。
私たちは，この よう な考え方と 日本国憲法や児童の権利に関する 条約
の理念に基づき， 全て の子どもが 生まれながらにして持っている基 本的
人権を尊重しつつ ，力 を合わせて 全ての子どもの健やかな成長を支 え，
安心して子どもを 育て ることがで きる社会の実現を目指して，この 条例
を制定します。
（目的）
第１条

この条例 は， 本市におけ る子どもおよび子育て家庭の支援 に関

し，基本理念を 定め ，市の責務 ならびに保護者，学校等，地域住 民お
よび事業者の役 割を 明らかにす るとともに，市の施策の基本とな る事
項を定めること によ り，子ども が，夢と希望を持ちながら生き生 きと
成長し，および 発達 段階に応じ た生きる力を身に付けることがで きる
まちづくりを推 進す ることを目 的とします。
（定義）
第２条

この条例 にお いて使用す る用語の意義については，次のと おり

とします。
(1) 子ども

満 １８ 歳に達する 日以後の最初の３月３１日までの 間に

ある者をいい ます 。

(2) 保護者

親 権を 行う者，未 成年後見人その他の者で，子ども を現

に監護するも のを いいます。
(3) 学校等

学 校， 児童福祉施 設その他の教育または保育を提供 する

施設または事 業所 で，子ども が通学，通所，入所または利用を する
ものをいいま す。
(4) 事業者

市 内で 商業，工業 その他の事業を営む個人または法 人そ

の他の団体を いい ます。
（基本理念）
第３条

子どもお よび 子育て家庭 の支援は，次に掲げる基本理念に のっ

とり推進されな けれ ばなりませ ん。
(1) 全ての子ど もが 生まれなが らにして持っている基本的人権を 尊重
するとともに ，子 どもの最善 の利益の実現を目指す中で，子ど もの
視点に立って ，い じめ，体罰 および虐待（以下「いじめ等」と いい
ます。）がな く， かつ，子ど もの生存および発達が保障される 社会
を実現します 。
(2) 子ども一人 一人 の個性が尊 重される中で，子ども自身が，他 者に
対する思いや りの 心を磨き， 社会性を高め，および発達段階に 応じ
て生きる力を 身に 付けること により，健全に成長することがで きる
よう支援しま す。
(3) 子育てにつ いて の第一義的 責任を有している保護者が，自信 を持
って子どもと 向き 合い，生き がいを持って子どもを育て，およ び子
どもの成長に 伴う 喜びを実感 することができるよう支援します 。
（市の責務）
第４条

市は，前 条に 定める基本 理念にのっとり，子どもおよび子 育て

家庭の支援に関 する 施策を策定 し，これを実施するものとします 。
（保護者の役割 ）
第５条

保護者は ，家 庭が子ども の心身の成長および人格の形成に とっ

て大きな役割を 担っ ていること を認識するとともに，愛情を持っ て子
どもを育てるよ う努 めるものと します。
２

保護者は，子 ども の自己肯定 感を育み，および子どもが家庭に おい

て心身ともに安 らか に過ごすこ とができるよう努めるものとしま す。
３

保護者は，子 ども が規範意識 および基本的な生活習慣を身に付 ける
ことができるよ う努 めるものと します。
（学校等の役割 ）

第６条

学校等は ，子 どもが，社 会において主体的に生きることが 可能

となるよう，集 団生 活および学 習その他の活動を通じて，確かな 学力，
豊かな心，健や かな 体等が調和 した生きる力を身に付けることが でき
るよう努めるも のと します。
（地域住民の役 割）
第７条

地域住民 は， 地域社会が 子どもの豊かな人間性および社会 性を

育む場であるこ とを 認識すると ともに，子どもが安心して遊び， およ
び学ぶことがで き， ならびに健 やかに育つことができる環境の整 備に
努めるものとし ます 。
（事業者の役割 ）
第８条

事業者は ，そ の雇用する 労働者が安心して子どもを生み， 育て

ることができる よう ，子育てに 関する理解を深めるとともに，子 育て
と就業との両立 に必 要な雇用環 境の整備に努めるものとします。
（協力および連 携）
第９条

市，保護 者， 学校等，地 域住民および事業者は，相互に協 力し，

かつ，連携して ，子 どもおよび 子育て家庭の支援に努めなければ なり
ません。
（基本計画）
第10条

市長は， 子ど もおよび子 育て家庭の支援に関する施策を総 合的

かつ計画的に実 施す るための基 本的な計画を策定するものとしま す。
（子どもが安全 にか つ安心して 暮らすことができる環境の整備）
第11条

市は，犯 罪， 交通事故そ の他の子どもの健全な成長を阻害 する

危害等から子ど もを 保護するな ど，子どもが安全にかつ安心して 暮ら
すことができる 環境 を整備する よう努めます。
（いじめ等への 対応 ）
第12条

市は，子 ども に対するい じめ等を未然に防止し，および早 期に

発見するよう努 めま す。
２

市は，いじめ 等の 事実がある と思われるときは，速やかに必要 な支
援を行うよう努 めま す。
（子どもからの 相談 ）

第13条

市は，子 ども からのいじ め等に関する相談その他の相談に 速や

かに応ずるとと もに ，子ども自 らが安心して相談することができ る体
制の充実に努め ます 。
２

市は，子ども から の相談の内 容に応じた必要な支援を行うよう 努め
ます。
（子育て家庭へ の支 援等）

第14条

市は，保 護者 が安心して 子どもを育てることができるよう ，子

育て家庭に対し 必要 な支援を行 うとともに，保護者が子どもを育 てや
すい環境の整備 に努 めます。
（教育および保 育の 環境の整備 ）
第15条

市は，学 校等 が子どもの 生きる力を育むことができるよう ，教

育および保育の 環境 の整備に努 めます。
（地域住民との 交流 の促進等）
第16条

市は，子 ども が地域社会 の中で健やかに育つことができる よう，

子どもと地域住 民と の交流の促 進および地域社会における体験学 習の
機会の充実に努 めま す。
（子どもが安心 して 過ごすこと ができる場所等）
第17条

市は，子 ども が安心して 過ごすことができる場所および子 ども

が自然との触れ 合い その他の体 験または年齢の異なる子どもとの 交流
を通じて豊かな 人間 性を育むこ とができる場所を設けるよう努め ます。
（子どもの社会 参加 ）
第18条

市は，子 ども に関係する 施策について子どもが意見を表明 する

ことができるよ うに するなど， 子どもが社会参加をする機会を設 ける
よう努めます。
（障がいのある 子ど もへの支援 等）
第19条

市は，障 がい のある子ど もに対し必要な支援を行うととも に，

障がいのある子 ども についての 市民の理解を深め，および障がい のあ
る子どもの社会 参加 を促進する ための施策の推進に努めます。
（広報および啓 発）
第20条

市は，子 ども および子育 て家庭の支援について，子ども， 保護

者，学校等，地 域住 民および事 業者の理解を深めるため，広報お よび
啓発を行うもの とし ます。
（財政上の措置 ）
第21条

市は，子 ども および子育 て家庭の支援に関する施策を推進 する

ため，必要な財 政上 の措置を講 ずるよう努めます。
（委任）
第22条

この条例 の施 行に関し必 要な事項は，市長が定めます。
附

則

この条例は，平 成２ ８年４月１ 日から施行します。

（提案理由）
子どもおよび子 育て 家庭の支援 に関し，基本理念，市の責務なら びに
保護者，学校等， 地域 住民および 事業者の役割ならびに市の施策の 基本
となる事項を定め るた め

