
第１回 豊島区子どもの権利委員会 

日時：令和 2年 7月 31日（金）午後 1時から
会場：本庁舎 8階 議員協議会室
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４ 諮問……資料２

５ 区長挨拶
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 （１）第 2期子どもの権利委員会の運営について……資料３
 （２）「豊島区子どもの権利に関する条例」に関連する区の取組について……資料４

 （３）子どもの権利擁護制度の検討について……資料５

７ 閉会
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資料１ 豊島区子どもの権利委員会 委員名簿 

資料２ 「子どもの権利擁護に関する施策」に係る諮問について（写）

資料３ 第 2期豊島区子どもの権利委員会の運営について
資料４ 豊島区子どもの権利に関する条例」に関連する区の取組について

資料５ 子どもの権利擁護に関する現状について

参考資料 豊島区子どもの権利に関する条例パンフレット（一般用、中学生用）
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第 2期豊島区子どもの権利委員会の運営について 

１．設置根拠（条例第 31 条） 

（１）子どもの権利に関する条例に基づく計画及び施策を検証するために、区長の附

属機関として豊島区子どもの権利委員会を設置する。 

（２）権利委員会は、区長が委嘱する委員１０人以内をもって組織する。 

（３）権利委員会の委員の任期は、２年とする。 

（今期の任期：令和２年４月１日～令和４年３月３１日） 

２．権利委員会の職務（条例第 32 条） 

（１）区長の諮問を受けて、子どもの権利保障の状況等について、調査及び審議をする 

こと。 

（２）前号の調査及び審議の結果を区長に答申し、制度の改善等を提言すること。 

３．今期の主な調査・審議事項 

（１）子どもを権利擁護のための制度の検討 

（２）子どもの権利の観点からの区の施策検証について 

（３）その他、子どもの権利保障に資する施策の検討 

４．令和２年度スケジュール（予定） 

時期 予定議事

令和 2年 7月 ①第 2期委員委嘱
②子どもの権利擁護制度の検討について

10月 ①子どもの権利擁護制度の検討について

②子どもの権利の観点からの区の施策検証について

令和 3年 1月 ①子どもの権利擁護制度の検討について

②子どもの権利の観点からの区の施策検証について

3月 ①子どもの権利擁護制度の検討について

②令和 2年度子どもの権利普及啓発事業の実施報告について
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子どもの権利と
「豊島区子どもの権利に関する

条例」

1

豊島区子ども若者課

2020/7/31

条例制定・施行の経緯
平成 6年4月 国連「児童の権利に関する条約」を日本が批准

平成13年 3月 豊島区青少年問題協議会が、青少年の参加・参画を推進する最重要課題として、「子どもの権
利擁護の仕組みづくり」を答申

平成15年 2月 豊島区青少年問題協議会が、権利の主体としての青少年の成長を支援する方策として、「子ど
もの権利条例」の制定が最重要課題と答申

平成15年12月 子ども権利条例（仮称）検討委員会 設置

平成17年 3月 検討委員会が条例素案策定、委員会報告書提出 フォーラム開催

平成18年 3月 「豊島区子どもの権利に関する条例」成立、4月施行（一部未施行）
平成22年 1月 条例第6章施行（子どもの権利擁護委員設置）

平成28年 児童福祉法に「児童の権利に関する条約」の精神が理念として明記

平成30年 1月 「豊島区子どもの権利に関する条例」施行規則改正

平成30年 3月 子どもの権利委員会設置

22020/7/31

令和2年7月31日

第1回子どもの権利委員会
資料４
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条例の概要－条例の構成

• 総則第１章

• 子どもの権利の普及
（広報・啓発）

第２章

• 大切な子どもの権利
（子どもの権利の内容を例示）

第３章

• 子どもの権利保障
（区による保障、
家庭・施設・地域における保障）

第４章

• 子どもの参加
（施設や地域における子どもの
参加推進）

第５章

• 子どもの権利侵害からの救済・回復
（子どもの権利擁護委員）第６章

• 子どもの権利施策の推進
（推進計画や権利委員会など）

第７章

• 雑則第８章

32020/7/31

子どもの権利を考えるうえで大切なこと

4

子どもは単に大人に守られるだけの存在ではなく、
自分の人生の主人公

子どもも一人ひとり違った思いや意見を持っ
ている。

子ども「一人の人間」として

尊重される存在

子どもの未来と同じように「今」も大切
「未来の担い手」でなく

「いまを生きる主体」

子どもへの支援も、子どもを支援する人への
支援も両方必要

「子育て支援」と「子ども支
援」は両方進めるもの

2020/7/31
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大切な子どもの権利（１）－条例第3章

5

この条例では、子ども一人ひとりが持っている権利を「大切な子どもの権
利」として保障しています。
条例では以下のような権利を挙げています。

安心して生き
ること

個性が尊重
されること

自分で決め
ること

思いを伝える
こと

かけがえのない
時を過ごすこと

社会の中で
育つこと

支援を求める
こと

2020/7/31

子どもは、愛情と理解をもって育まれ、差別を受けずに安心・安全に
生活することができます。
周りの人は、虐待や体罰、いじめなどで子どもの心やからだを傷つけてはいけません。

大切な子どもの権利（２）

6

安心して
生きること

個性が尊重
されること

自分で
決めること

子どもは、一人ひとりの違いが認められ、それぞれの自分らしさを大切にしながら
成長することができます。
また、人に知られたくないこと秘密が守られ、大人と同じようにプライバシーが
尊重されます。

子どもは、自分の成長に合わせて、大人からアドバイスを受けて自分のことを
決めることができます。自分のことを決めるときに必要な情報について、
大人から分かりやすく説明してもらうこともできます。

子どもは、自分の思っていることや考えたことを人に伝えることができます。
また、家や学校などで何かを決めるときに意見を大人に言うことができます。
その意見は「子どもだから」と軽く扱われることはありません。

思いを
伝えること

2020/7/31
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大切な子どもの権利（３）

7

子どもは大切な地域の一員です。大人から地域のルールや地域での役割を
教わりながら、地域活動に参加することができます。
また、地域の文化や伝統を学び、自分の育つ地域をよりよく知ることができます。

子どもは、自分が不安に思うことや困っていることを周りの大人に聞いてもらい、
相談することができます。
虐待や体罰、いじめなどで自分の心やからだが傷つけられそうなときには、
周りの大人に助けを求めることができます。

かけがえのない
時を過ごすこと

子どもは、自分の成長に合わせて遊んだり、学んだり、休んだりして
自由に過ごすことができます。
その中で、生活習慣を学んだり、いろいろな文化や芸術、スポーツに
触れることで、自分らしく成長することができます。

社会の中で
育つこと

支援を求める
こと

2020/7/31

子どもに関わる大人の役割

8

おとなには、子どもを深い愛情のもとに健やかに育てる責任があります。そのために、おとなは、家庭、学
校及び地域の中でお互いに手を携え、協力しながら、子どもの限りない力を信じて最善の努力をします。

～条例前文より～

地域

豊島区

子ども

保護者

施設

この条例では、子どもに関わる大
人について、それぞれの立場から
役割を規定しています。
子どもに関わる大人それぞれが、
「子どもにとって一番良いことは何
だろう」と考えて、子どもの思ってい
ることを聞きながら行動することが
大事です。

2020/7/31
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（１）普及・啓発【第4条】

①子ども月間
毎年度１１月を「子ども月間」とし、区内各地で子どもの行事を実施

②パンフレット作成・配付（平成30年度末改訂）
・一般用パンフレット ・中学生用

③出前講座・講演会の実施
区内で活動するグループ・団体等を対象に行う出前講座の
メニューに登録。令和元年度は10月に区民講演会・パネル展を実施

■条例リーフレット（一般用）

9

第4条 区は、子どもとおとなが子どもの権利の重要性を知り、よりよく理解するために、次
に掲げる子どもの権利の普及に取り組みます。
(1) この条例に定められた子どもの権利の周知や学習の機会を設けること。
(2) 地域や子どもにかかわる施設との連携・協働の下に、子どもの権利に関する取り組み
を推進するため、としま子ども月間を設けること。
(3) 児童虐待に係る通告について、地域や子どもにかかわる施設と連携して広報及び啓
発活動を行うこと。

条例に基づく取り組み

2020/7/31

①子どもの参加推進事業
・「豊島子ども大学」（立教大学との連携事業）
・「としまこども寺子屋」（大正大学との連携事業）
各大学のスタッフの用意したプログラムを通して参加者（小学生）が
様々な体験・学習を行い、最終回で活動の成果を発表
H19・20年度には子ども議会を開催

②子ども地域活動支援事業
中高生センタージャンプの利用者に対して、保育園での子育て
体験や高齢者施設での介護体験などのボランティアの機会を
提供し、地域活動の参加促進を支援

（２）子どもの参加【第19条】
条例に基づく取り組み

「豊島子ども大学」
区長とティータイム

「豊島子ども寺子屋」
発表

第19条 子どもは、社会性を培い、子どもの権利を実生活に生かすために、
家庭、子どもにかかわる施設又は地域に対して、権利の主体として参加
することが保障されます。

102020/7/31
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プレーパーク

（３）子どもの遊び・居場所【第14・21条】
第14条 区は、子どもの権利を保障するために、次に掲げる環境等を整備し、充実させなければ
なりません。
(3) 安心して休み、遊び又は学べる環境
(4) 住民自治の担い手となるための教育や環境教育の機会
(5) 文化や芸術の担い手となるような機会

●区立公園を利用し、水曜～日曜に実施
●小学校や保育園等で出張プレーパークも実施

11

条例に基づく取り組み

＜公園内の常設プレーパーク＞

＜保育園で出張プレーパーク＞

＜百貨店の屋上で出張プレーパーク＞

2020/7/31

（３）子どもの遊び・居場所【第14・21条】

第21条 施設関係者は、子どもが育ち、遊び
又は学ぶ存在であることを認識して、子ども
の自主的な活動を支援しなければなりませ
ん。
２ 施設関係者は、施設運営等に関して子ど
もの意見を聴き、話合いの場を設けるよう努
めなければなりません。
３ 施設関係者は、参加及び参画の結果に
ついて、子どもに理解を得られる方法で説
明するよう努めなければなりません。

子どもスキップ

小学生の
居場所

●区内２ヵ所で実施

●全２２小学校
で実施

12

中高生センタージャンプ

中高生の
居場所

条例に基づく取り組み

2020/7/31
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（４）児童虐待の防止【第15条】

④児童相談所設置
令和4年度の開設に向けて準備

13

第15条 区は、子どもの深刻な権利侵害である児童虐待の防止
等のために、次に掲げる体制を整備しなければなりません。
(1) 児童虐待の予防及び早期発見のための体制
(2) 児童虐待を受けた子どもの迅速かつ適切な保護及び自立
の支援のための体制
(3) 児童虐待にかかわった保護者に対する適切な指導及び支
援のための体制
(4) 児童虐待防止に向けた、区と関係機関、民間団体等との連
携の強化及び支援のための体制
(5) 児童虐待防止に向けた、子どもや保護者に対する教育及び
啓発のための体制

①児童虐待防止ネットワーク
ネットワーク構成機関の拡大
スーパーバイズ機能の強化
虐待防止街頭キャンペーン
ネットワーク研修
養育家庭体験発表会
区民講演会

②アウトリーチによる相談事業
子育て訪問支援事業
１歳のバースデイ訪問相談事業
ゆりかごとしま事業

③ひとり親家庭支援センター
ひとり親家庭の専門相談員による総合相談窓口を
平成３０年７月に開設

条例に基づく取り組み

2020/7/31

第14条 区は、子どもの権利を保障するために、次に掲げる環境等を整備
し、充実させなければなりません。
(6) 相談や援助の仕組み

18歳までの子どもからの相談を、専用のフリー
ダイヤルにて受け付けている。

フリーダイヤル
による電話相談
フリーダイヤル
による電話相談

14

（５）子どもからの相談【第14条】

子どもから若者までの様々な悩みを来庁、
電話、メールで受け付けて、必要な支援に
繋げている。

子ども若者
総合相談

「アシスとしま」

子ども若者
総合相談

「アシスとしま」

条例に基づく取り組み

2020/7/31
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（６） 子どもの権利擁護委員【第22～28条】

第22条 区は、子どもの権利侵害について、迅速かつ適切
に対応し、救済を図り、回復を支援するために、区長の附
属機関として、豊島区子どもの権利擁護委員を設けます。
２ 擁護委員は、3人以内とし、子どもの権利に理解のある
幅広い年齢層にある者から、区長が委嘱します。
３ 擁護委員の任期は、2年とし、再任することができます。

15

＜平成３１年度活動内容＞

＜中高生センターを訪問＞

条例に基づく取り組み

活動内容 回数

要保護児童対策地域協議会
ネットワーク会議参加

12回
（検討ケース数475件）

要保護児童対策地域協議会
実務者会議参加

4回

中高生センタージャンプ訪問 24回
（東池袋12回・長崎12回）

個別ケース検討会議参加 11回

子どもの権利グループ職員
へのスーパーバイズ

12回

保護者面接 6回

子ども面接 10回

セーフコミュニティ児童虐待
防止対策委員会参加

3回

としまの里親プロジェクト参加 11回

2020/7/31

子どもの権利条例の視点で施策を検

証し、総合的に実行、推進するため、平

成３０年３月に設置。

今期は、主として子どもの権利擁護制

度に関する検討を行う。

設置年月 平成３０年３月

位置づけ 区長の附属機関

人数 １０名以内

任期 ２年間

職務内容

① 区長の諮問を受けて、子どもの権利保障の状況等
について、調査及び審議すること

② 調査・審議の結果を区長に答申し、制度の改善等
を提言すること

（７）子どもの権利委員会【第31～36条】

16

第31条 区は、この条例に基づく計画及び施策を検証する
ために、区長の附属機関として豊島区子どもの権利委員
会を設けます。

条例に基づく取り組み

2020/7/31
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

子ども・若者計画 子ども・若者総合計画

【統合】

【追加】子どもの権利推進計画

策定

策定
調査・計画策定

子どもの貧困対策

●子ども・子育て支援事業計画
●子どもプラン（次世代育成支援）

（８）子どもの権利推進計画【第30条】

17

第30条 区は、子どもの権利に関する施策を、総
合的に実行するために、次に掲げる事項につ
いて推進計画を作成しなければなりません。
(1) 保護者等に対する子どもの養育支援
(2) 子どもの健やかな育ちに対する支援
(3) この条例に関する情報の発信や啓発
(4) この条例に関する学習の機会の確保
(5) 地域等における子どもの社会参加活動の啓発
(6) 子どもにかかわる施設等におけるこの条例
に定められた子どもの権利の保障
(7) 児童虐待についての理解の普及及び防止
(8) 子どもの権利侵害に対する相談、援助及び
救済体制の整備
(9) 前各号に掲げるもののほか、子どもの権利
にかかわる施策

条例に基づく取り組み

○「豊島区子どもプラン」や「豊島区子ども・若者計画」の計
画期間満了に伴い、子ども・若者に関する計画を統合し、
令和２年３月「豊島区子ども・若者総合計画」として策定した。
＊計画期間：令和２（2020）年から６（2024）年度

2020/7/31
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令和２年度の取り組み

③「子ども会議」の開催
（条例第20条第4項）

①マンガ版子どもの権利
パンフレットの作成

②学校で子どもの権利を学ぶ
プログラムの検討

2020/7/31



1 

令和2年7月31日

第1回子どもの権利委員会
資料５

子どもの権利擁護に関する現状について 

１．子どもの権利侵害に関する現状（「豊島区子ども・若者総合計画」及びアンケート調査掲載データより） 

（１）要保護児童等相談・通告件数の推移 

出典：子育て支援課作成資料 

（２）子どもが、おとなからされた嫌なこと、友達や先輩・後輩からされた嫌なこと（複数回答）

（３）困ったり悩んだりした時、区などの相談機関に相談したいか

児童虐待に対する地域や関係機関の危機感の高まりにより、

豊島区における新規の相談・通告件数は増加傾向にある。（左

図）

また、厚生労働省の統計によると、全国の児童相談所におけ

る児童虐待対応件数は、統計を開始した平成 2年から増加を
続け、平成 30年度に最多となった。

おとなからされた嫌なこと 友だちや先輩・後輩からされた嫌なこと

アンケート調査では、おとなからされた嫌なこと、友達や先輩・後輩からされた嫌なことともに「されたこ

とはない」が多数を占めるが、「おとなから嫌なことをされた」と回答した子どもは 3割程度、「友達や先輩・
後輩からされた嫌なこと」と回答した子どもが 2割程度存在した。

34.7

47.0

62.0

47.7
3.3

5.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中高生本人

小学4～6年生本人

相談したい 相談したくない 無回答

出典：「豊島区子ども・若者総合計画」策定のためのアンケート調査

出典：「豊島区子ども・若者総合計画」策定のためのアンケート調査

小学 4～6年生の 47.7％が、中高生の 62％が「相談
したくない」と回答した。相談したくないと思う理

由では、小学 4～6 年生では「相手にうまく話せな
いと思う」、中高生では「相談しても解決しないと思

う」という回答が最も多かった。
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２．子どもの権利擁護に関する現行制度について 

 「豊島区子どもの権利に関する条例」（以下、「条例」）では、区は子どもの権利を保障するために「相談や援助

の仕組み」を整備し、充実させなければならないとしている。子どもの相談や援助の制度として、例えば以下の

ようなものがある。（対象が子どもの権利侵害のみに限られないものも含む。） 

事業名 内容（「豊島区子ども・若者総合計画」より） 

子どもの権利擁護委

員相談事業 

子どもの権利侵害について相談に応じ、救済や回復のために支援をします。また、権利

侵害に関わる調査・調整を行い、関係機関等と連携を図り、子どもの権利侵害を予防し、

子どもの救済や回復に努めます。 

子ども若者総合相談

事業（アシスとしま）

学校や就労、家族関係など様々な困難を有する子ども・若者やその家族からの相談を受

け付ける総合相談窓口の運営や、アウトリーチによる相談を実施しています。相談を受

け、個々の状況に合わせた支援を実施します。また、関係機関や地域と連携し、必要な

支援へ繋げていきます。 

子どもからの専用電

話相談 

18 歳までの子どもを対象に、友だちや家族に関することなど様々な悩みや心配事につ

いて、子ども専用のフリーダイヤルでの電話相談を行っています。 

教育相談 

（教育センター） 

幼児期から高校卒業年代までの一人一人の自立を支える機関として、臨床心理士による

来所相談、電話相談を実施し、相談内容に応じて学校や関係機関との連携を図ります。

 条例では、第 6章「子どもの権利侵害からの救済及び回復」において「子どもの権利擁護委員」（以下、「擁護
委員」）を規定しており、子どもの権利擁護制度として特に重視している。

３．子どもの権利擁護委員について 

条例に基づき、平成 22年より擁護委員を設置している。擁護委員は、子どもの権利侵害について相談に応じ、
権利の救済及び回復を図るための支援を行う。擁護委員は、「豊島区子どもの権利擁護委員に関する規則」（以下、

「規則」）にて、「当分の間、東部子ども家庭支援センターに配置する」こととされており、事務局は規則に基づ

いて東部子ども家庭支援センターが務めている。

（１）根拠条文 

条
例

第 22条 区は、子どもの権利侵害について、迅速かつ適切に対応し、救済を図り、回復を支援するため
に、区長の附属機関として、豊島区子どもの権利擁護委員（以下「擁護委員」といいます。）を設けます。

第 23条 擁護委員は、次に掲げる職務を行います。
(1) 子どもの権利侵害について相談に応じ、その子どもの権利の救済及び回復のために、助言や支援を
すること。

(2) 子どもの権利侵害に関する救済の申立てを受け、必要な調査及び調整を行うこと。
(3) 前号の申立てを受け、調査及び調整の結果、子どもの権利侵害にかかわると判断される場合は、関
係する団体又は個人に対して是正要請をすること。

(4) 前号の是正要請を受けてとられた措置について、関係する団体又は個人から報告を求めること。

規
則

第 3条 擁護委員の定数は 3名以内とし、区長は、弁護士又は臨床心理士の資格を備え、人権擁護に深
い理解と熱意を持ち、人格に優れ、高い識見を有すると認める者を擁護委員として委嘱する。

第 4条 擁護委員は、当分の間、東部子ども家庭支援センターに配置する。
2 東部子ども家庭支援センターは、擁護委員の事務局を兼ね、相談、救済申立て等の受付、事案の整理、
事案の調査及び調整の補佐、ケース会議の設定、報酬の支払等の事務を処理する。
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（２）活動内容 

 擁護委員を 2名（規則上の定員は 3名）配置し、以下の業務を行っている。
活動内容 回数（令和元年度実績）

要保護児童対策地域協議会ネットワーク会議参加 12回（検討ケース数 475件）
要保護児童対策地域協議会実務者会議参加 4回
中高生センタージャンプ訪問相談 24回（東池袋 12回・長崎 12回）
個別ケース検討会議参加 11回
子どもの権利グループ職員へのスーパーバイズ 12回
保護者面接 6回
子ども面接 10回

セーフコミュニティ児童虐待防止対策委員会参加 3回
としまの里親プロジェクト参加 11回

４．現行制度の課題について 

・豊島区においては、上記２のように各種相談制度を設けているが、権利侵害を受けた子どもと擁護委員を繋ぐ

機能が不十分な状態にある。

・条例では、第 23条第 1項第 2号及び 3号に擁護委員が子どもの権利侵害に関する救済の申立てや申立てを受
けた後の調査・調整や必要に応じた関係機関への是正要請を定めているものの、救済の申立ての具体的な手続き

は様式を含めて整備されておらず、また救済の申立ての周知も不十分であるため、子どもが救済の申立てを知り、

手続きすることが難しい状況にある。

５．【参考】他自治体における子どもの権利擁護制度の例（3例） 

① 【札幌市】子どもアシストセンター 

※ 相談機関を設置し、子どもの権利擁護委員、調査員、相談員を別個に配置した例 
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②【世田谷区】せたがやホッと子どもサポート（略称：せたホッと） 

※ 相談機関を設置し、子どもの権利擁護委員と、調査員・相談員を兼ねた専門員を配置した例 

③【西東京市】子ども相談室ほっとルーム（令和元年 8月から） 

※ 世田谷区と同様の構成の機関で、設置が新しい例 


