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・子どもの権利の歴史や理念への理解促進
・未来に向けた子どもの権利のビジョンや戦略の共有
・子どもの権利イメージキャラクターのブランディング再構築（ロゴ刷新など）、新企画
のリリース・プロモーション
・子どもの権利の認知度の向上

・訴求力のある北海道日本ハムファイターズと連携することで子どもの権利認知度向上の効果が期待できる。
・BP運営会社はSDGｓ宣言の中で、「教育」「持続可能な街づくり」「パートナーシップ」の3点を重点的に取り組むこととして
おり、SDGｓの「誰一人取り残さない」という理念を踏まえて継続している北広島市の子どもの権利擁護事業と親和性があ
り、BPがあるまちであるとともに、子どもにやさしいまちというよいイメージを印象付けることができる。
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平成24年の北広島市子どもの権利条例制定から10年の節目に周年記念事業を実
施し、これまでの子どもの権利擁護事業の振り返りを行うとともに、課題であった認
知度向上に向け、子どもの権利のプロモーション、ブランディングの再構築、庁内外
のコミュニケーション促進を合わせて図る。

目 的

効 果

１．事業の目的・効果について



２．事業のコンセプトについて
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①子どもの権利の見える化

②子どもの権利のわかりやすさ

子どもの権利
の見える化 ×

子どもの権利の
わかりやすさ ＝

子どもの権利
の認知度向上



３．10周年事業のアウトラインについて
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認知度向上に向けたプロモーションの強化

・ キックオフ ・キャラバン（夏まつり・冬まつり）

・ 子どもの活動発表会 ・ 交流事業

・ 庁内連携（各種イベント（元気フェス等との連携）

・ 子どもの権利書籍 ・ 各種コンテスト

・ 子どもの権利アート（アイロンビーズ等）

・ 記念事業シンポジウム（各種コンテストの表彰式含む）

・ 北海道日本ハムファイターズとの連携

・ 地元企業との連携 ・ 大学との連携

・ 子ども会議 etc.



４．キックオフ
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・10周年記念事業の概要チラシの作成・配布

・各種コンテストの募集の周知

（令和４年4月の広報紙等）

～上記を通して機運醸成～



５．キャラバン（夏・冬）
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・まつり会場でティッシュ等
啓発グッズを配布する。

・子どもの権利の認知度

アンケート等の実施。

→子どもの権利の訴求力を向上させ

る。R4年度に実施予定のイベントや

コンテストについて宣伝し、参加者

増加を狙う。



６．子どもの活動発表
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9月のイベント（ブース）で子どもたちがやってみたいことを企画・実行する。
※5月ごろから準備を開始し、9月の元気フェスティバルでブースを運営、

11月の発表会において、企画から運営までの様子を発表する。

◆募集方法

・出し物を企画してみたい子どもたちを募集する。

・緑陽中学校の生徒会の子どもたちに提案する。

・そのほかにも市内の子ども会等に声をかけて募集する。

◆実施内容

・ブース出展や発表など

○子ども自身が企画・実行する出し物（出展や発表）
→令和4年9月 元気フェスティバルのブースで実施

→子どもたちに意見表明や市民参加の場を提供する。

今まで企画段階から子どもの意見を取り入れることで、「子ども自身の
考えを形にした！」という経験をつくる機会をつくれる。



６´．子どもの活動発表機会（参考）
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 札幌市

・学校における子どもの取組（藻岩中学校）

・児童会館子ども運営委員会（いなづみ児童会館）

・子ども会の活動報告（山の手さくら子どもの会）

・子ども議会によるまちづくりの提案（子ども議会）

 川崎市

・川崎市子ども会議のメンバーによる話し合い

毎年７つの行政区から交代で1区の子ども会議が行われている

 志免町

・町制80周年記念行事のブース出店

子ども自らの力でイベント開催を目標に集まった子ども実行委員(小４〜中３)

によって企画（ポップコーン・飲み物販売、くじびき、お菓子すくい）

→売上金は実行委員の話し合いで台風被害のあった千葉県に寄付



７．交流事業（4まちこども交流）
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例年8月に実施している事業で、子どもの権利条
例のあるまち「北広島市・札幌市・奈井江町・松本
市」の子どもが札幌市で交流を行うもの。
コロナ禍の令和2年度、令和3年度はオンライン形
式にて実施。

令和元年度は、札幌市内の子育て関連施設や救済機関
（アシストセンター）などを視察し、「子どもにやさしいまち」を
テーマに意見交換。グループで話し合い考えた意見を発表し
た。
・ R4年度は子どもの権利かるたを作成を提案？
・ 道内の条例をもつ他市町村を加えてもよいかもしれない。
（札幌市主体の事業なのでどこまで要望が通るのかは不明）

・松本市も令和4年度は条例制定10周年を迎える。

→新しい友達や仲間と出会う機会を提供する。

ほかの市町村での権利の取組みを学ぶとともに北広島市での取組み

についても関心を持ってもらう。



8．記念事業シンポジウム
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・子どもの権利月間である11月に記念事業シン
ポジウムを芸術文化ホールで開催する。

・テーマは、「（仮題）ボールパークのあるまちの
子どもの権利とSDGｓ」を予定。

・記念講演は外部講師を招聘、基調報告は子ど
もの権利救済委員、司会は市職員を予定。

・パネルディスカッションのパネリストは子どもの
権利救済委員を予定。

・各種コンテストの表彰式もセレモニーの中で開
催する。

・北海道日本ハムファイターズ連携事業（予定）

→10周年のお祝いと感謝を込めたシンポジウム

→条例制定から10周年を受け、改めて原点に立ち

返り子どもの権利を守ることの大切さや、そのた

めに子どもとどのように関わっていくかを伝える。



9．子どもの権利関連図書の展示
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・１１月の子どもの権利月間に

子どもの権利図書展示コーナー

を開設する。

・子どもの権利絵本の読み聞かせを

行なう。

→子どもの権利に関する図書を手に

取るきっかけになる。

子どもの権利の知識を深める。



10．各種コンテスト
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・子どもの権利絵画

（小学生）

・子どもの権利川柳コンテスト

（中学生）

・子どもの権利フォトコンテスト

（高校生～大人）

 入賞した作品はパネル展を行う際に一緒
に掲示する。

 応募作品の中から優れた作品について
は、子どもの権利かるたの挿絵や次年度
以降の普及啓発ポスターに活用する。

→日常場面の権利に気づくきっかけになる。

未来に希望をもって夢を描く機会を提供する。



10´．各種コンテスト（参考）
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 日進市（子ども条例10周年記念事業 フォトコンテスト）

・日進市未来をつくる子ども条例10周年に、条例に定義されている

10の大切な権利を表現した写真によるフォトコンテストを実施

テーマ ：～子どもの大切な権利を写真で自由に表現しよう!～

応募資格：日進市在住、在学、在勤の方(年齢不問)

応募部門：中学生以下の部・一般の部

 株式会社アマナ（こどもがまんなかフォトコンテスト）

・全日本私立幼稚園連合会が推進する「こどもがまんなかPROJECT」主催の、“こどもによ

るこどものためのアートフォトコンテスト”

・こども自身がカメラマンとなって撮影する。

テーマ ：だいすき

応募資格：撮影者が保育園・幼稚園の園児



10´．各種コンテスト（参考）
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 札幌市（子どもの権利 せんりゅう・ポスター）

・子どもの権利に関することをテーマにした標語やメッセージを加えたポスター

 幕別町（「子どもの権利」絵画コンテスト）

入賞作品は、子ども・子育て支援事業計画の表紙等に採用

応募対象：町内の小学校に通う小学生

 多治見市（みんな違っておもしろい、ぼくの絵・わたしの絵、絵画コンクール）

・子どもが、自分らしく、いきいき・のびのび・心豊かに過ごす内容の作品

（＝子どもの権利が保障されている内容の作品）の作成や展示をとおして、

子どもの権利の関心や理解を深め、取組みを進めることを目的に作品募集。

・応募対象：市内に在住または通学中の高校３年までの子ども。

 ユニセフ（One Minute Videoコンテスト）

・2015年のテーマ：

すべての子どもにやさしい世界を ～みんなの約束 子どもの権利条約～

応募対象：小学生から一般の方まで



11．子どもの権利かるた
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→学校の授業を活用し、子どもの権利の見える化を

はかる。

身近なかるたに親しむことで、低学年からの子ども

の権利の認知度向上につなげる。

市内小中学校の授業で子どもの権利

について学ぶ機会を醸成するとともに、

子どもの権利かるたの文章を考えてもらう。

各種コンテストで集めた挿絵等も活用し、

次年度かるたの製本を行い、授業等で活用

してもらう



12．子どもの権利アート（ﾍﾟｰﾌﾟｻｰﾄ、ｱｲﾛﾝﾋﾞｰｽﾞ）
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イベントや元気フェスティバルのブースで、

けんリーナと親しむコーナーを設置する。キャラ

クターのついたおもちゃやグッズを工作し、遊ん

でもらう。

子どもが遊んでいる時間に親に啓発できるかも

→キャラクターを周知し愛着を持ってもらう。

小さいころからキャラクターに親しむことで、学年が

大きくなった後の認知度向上につなげる。



13．地域企業との連携
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• 各種コンテストで「日ハム賞」「石

屋製菓特別賞」などの賞金・賞

品を出してもらう

• 企業の取組の中で子どもの権利

と親和性のあるものとコラボ（託

児所でけんリーナのアイロン

ビーズづくりをしてもらうなど）

• 北海道日本ファイターズ連携事

業（予定）

→企業の取組の中に溶け込ませる

→企業にとっての社会貢献・地域貢献につ

ながる機会としてメリットがある。



14．星槎道都大学社会福祉学部や他の福祉系大学との連携
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• けんリーナの工作ブースで工作

の手伝いをしてもらう。

• 子どもの権利絵本の読み聞か

せをしてもらう。

実現可能であれば、当日運営の手

伝いだけではなく、どんな工作にす

るかなどを学生たちと一緒に企画で

きるといい。

→イベント準備から当日の人員確保

→大学にとっても地域事業への貢献やイベ

ント企画の機会としてメリットがある。



15．子ども会議
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→子どもたちに意見表明や市民参加の場を提供
する。

→実際に子どもたちが議場を使うことで市政に関
心を持つ。

・子どもたちが地域の中で自分の意見を表明する
「参加する権利」の一環としてH30年度から開催。

実際の議会のように議場で会議を行う。

第1回：子どもの権利を知ってもらおう

第2回：私たちが考えるボールパークと将来のきたひろしま

第3回：わくわくする子どもプレイスを考えよう

・最初にテーマについて講師からの説明を行う。
ワークシートなどを用いてグループディスカッションする。

市長や教育長に向けて各グループが発表する。



16．子どもの権利ロゴマークの作成
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パッと見たときに子どもの権利関連事業だとわかりやすい。

子どもの権利と表記すると難しそうに見えるので、

ロゴマークの活用で少しでも身近に感じるきっかけになりうる。

• 庁内でロゴマーク案を募集する。

• いくつか案を提示して市民（子ども？）の投票で決定する。



17．事業スケジュール
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イベント名等

実施

時期

（R4） 備考

子どもの権利10周年記念事業キックオフ

各種コンテスト募集開始

シンポジウム講演者等調整

元気フェスティバル実行委員会 5月

つなぐ6月号 6月

子どもの権利キャラバン（夏編） 7月

４まち交流事業 8月

つなぐ9月号

子どもの権利ニュース9月号

元気フェスティバル出展

9月

各種コンテスト選考委員会（子どもの権利推進委員会・子どもの

権利救済委員会）

シンポジウム参加者募集（10月1日号広報）

シンポジウム講演者等打合せ（ZOOM等）

子どもの権利シンポジウム

子どもの権利活動発表会

子どもの権利絵画・川柳コンテスト・フォトコンテスト表彰式

子どもの権利パネル展

子ども会議 1月 冬期休暇

子どもの権利キャラバン（冬編） 2月 冬祭り

子どもの権利ニュース3月号 3月 BP開業

11月
子どもの

権利月間

夏季休暇

夏祭り

酒まつり

10月

4月


