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子ども条例周知用パンフレット制作に係る子どもたちからの意見について 

 

１．概要 

 市内の小学校及び中学校、高等学校に対し、「新潟市子ども条例」のパンフレット制作

に協力を依頼しました。 

 権利の主体となる子どもに対し幅広く周知を図るため、パンフレットに関する意見を

聴取し、子どもの意見を取り入れながらパンフレットの制作を進めました。 

 パンフレットは小学生向け、中高生向け、一般向けの３種類を作成するなか、各学校

には、それぞれの配布対象となるパンフレットの原稿を、訪問して概要を説明した後

配付し、記載内容やイラスト、レイアウト、色使いなどについて、幅広く意見を募り

ました。 

 

 ＜実施期間＞令和４年６月１４日（火）～６月２８日（火） 

 ＜実施校＞小学校（訪問により意見交換実施）  

⇒ 鏡淵小学校、万代長嶺小学校 

中学校・高等学校（取組み紹介、後日、意見提出） 

 ⇒ 鳥屋野中学校、白新中学校、万代高等学校、高志中等教育学校 

 

２．各校実施実績 

 （１）鏡淵小学校 

    実施日：６月１４日（火）午後３時から（５０分程度） 

    参加者：ネットワーク委員会 ５～６年生１１名 

    当日の様子： 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

参考資料 
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ページ 主な意見 市の対応 

表紙 車いすの人のイラストを追加したらどうか 

 

イラストを追加します。 

P.3、4 いろんな人にわかってもらうために実際に

あった例を挙げたらいろんな人にわかって

もらえると思う 

 

P3、4は事例のイラストをより

分かりやすく修正し、P9「困っ

ていることはありません

か？」に具体的な事例を記載

します。 

P.5、6 ・質問の対象や内容をちゃんと書いたほう

が良い。 

・質問３はみんなの前で書くと、内容がば

れちゃうかもしれないから一人でやった

ほうが良い。 

・文章を修正し、内容を明確に

します。 

・質問３は取り組みやすいよ

う、前向きな質問に修正し

ます（従前：権利が守られて

いないと思うときは？） 

P.7、8 「啓発」、「権利」、「条例」などの難しい言葉

を分かりやすい言葉に変えるか、説明を書

いたほうがよい 

 

表現を変更または説明を追記

します。 

P.9 「おうちのひとなどから傷つけられる」に

「自分の見た目をからかわれる」などのこ

とばを 

「嫌な言葉」に含まれている

ので現状のままとします。 

P.10 ・タイトルに「困った」だけでなく、「かな

しい」などの心情も追加したほうが良い 

・「相談の秘密は守られます」を少し大きく

書いたら良い 

・「悲しい」を追加します。 

 

・文章を追加し、可能な限り大

きく記載します。 

全体 子どもはどのように守られたらいいかわか

らない（感想） 

 

P9 で困ったときの事例のタイ

トルの文字色と、P10の相談先

と関連する文字色を連動さ

せ、気軽に相談できることを

伝えます。 
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（２）万代長嶺小学校 

    実施日：６月１６日（木）午後２時２５分から（５０分程度） 

    参加者：学校大好き委員会 １７名 

    当日の様子： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

ページ 主な意見 市の対応 

P.2 「基金」の意味が分からない。文字が多く

読みにくいので、イラストを入れたらどう

か。 

「基金」の前に説明の文章及び

イラストを追加します。 

P.3、4 ・①「尊重」は 1年生に難しい 

・④子どもの大切な権利のところでイラス

トと内容が合っていないところがある 

・イラストを色とりどりにしてほしい 

・「大切」に変更します。 

・おとなが子どもの話を聞いて

いるイラストに変更します。 

・文章を目立たせるために統一

した色合いにしているため

現状維持としますが、ポスタ

ーは目立つようカラフルな

色合いに修正します。 

P.5、6 質問に答えるページに、権利が守られてい

ないことについて質問があるが、つらい思

いをしている人につらいことを思い出させ

ることはかわいそう 

前向きな質問に変更します。

（従前：権利が守られていない

と思うときは？） 

裏表紙 詳細を知ってもらうために、2 次元コード

を入れたらどうか 

本市の SDGs のページを 2 次元

コードとして追加します。 
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（３）鳥屋野中学校 

     訪問日：６月２２日（水）午後１時（回答は６月２８日（火）） 

     参加者：生徒会本部役員 

 

     当日の様子： 

      

 

 

 

 

 

 

  

ページ 主な意見 市の対応 

P.3、4 「きょうだい」は特別な意味がなければ漢

字の方が見やすい 

兄弟、姉妹があるのであえて

ひらがなにしているので現状

のままとします。 

 

P5、6 質問のなかに「子どもの権利を身近に感じ

たことはありますか？」という質問を入れ

ると今の子どもの権利の関心度が分かる 

 

文章を修正して質問に追加し

ます。 

P.7、8 「子どもの意見を取り入れ、子どもの意見

を大切にします」の挿絵を「制服を着た子

どもが発表する絵」などにしたほうがいい 

 

イラストを変更し、制服を着 

た子どもを追加します。 

全体 目立つ色を使っていて、目に留まりやすい

（感想） 

－ 
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（４）白新中学校 

     訪問日：６月２２日（水）（回答は６月２８日（火）） 

     参加者：生徒会本部役員  

         ※当課からは校長先生に説明を行い、生徒には校長先生から伝達 

 

 

  

ページ 主な意見 市の対応 

P2 大切なところが同じ色になっていて見やす

い（感想） 

 

－ 

P.3 「自分らしく生きる権利」などの色（うす

い黄色）が見にくいかな 

データを印刷してカラーコピ

ーすることで色が変わってい

たため、見やすい色になって

いることを改めて確認しま

す。 

P.3、4 「受容的？」「社会に参加？」のあたりで※（米

印）で具体的な活用をかいてほしい 

「受容的」はその下に内容を説

明している文書があるため現状

のままとしますが、「社会に参加」

は、具体的な例を追加します。 

 

P5、6 質問があるのがすごくいいと思った（感

想） 

 

－ 

P7、8 身近で分かりやすい例なのでいいと思いま

す。はっきりとした色合いでみやすいで

す。（感想） 

 

－ 

裏表紙 SDGsが裏表紙に書いてあるだけで、中のペー

ジとのつながりが分かりにくかったので、つながり

も明確にするとより分かりやすいと思った 

 

SDGs のうち、子どもの権利に関

する項目を抜き出して表示し、

説明を追加します。 
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（５）万代高等学校 

     訪問日：６月２２日（水）午後４時半（回答は６月２８日（火）） 

     参加者：生徒会本部役員 

     当日の様子： 

 

 

 

 

 

 

ページ 主な意見 市の対応 

表紙 子どものイラストを制服にしたほうが良い 表紙や中のイラストの一部 

を制服に修正します。 

P3、4 「社会に参加する権利」の文言とイラスト

が合っていない。おとなと子どもが話し合

うイラストはどうか。 

おとな（親世代と高齢者）に対

して子どもが話しているイラ

ストに変更します。 

P7.8 「私たちがおとなになったときも～」とい

う文言があるとよい 

ご提案の文章とほのわちゃん

のイラストを追加します。 

P.9 「困ったことはありませんか」のところに

「いじめられる」の話が突然出てきて驚い

た 

P.1の条例制定の背景に「いじ

め」などの問題について追記

します。 

全体 ・条文を載せても良いと思われる。権利と

責務（というより取り組み）の話になっ

ているので、条例そのもののアピールが

できていない？ 

 

 

 

・黄色の肌が気になる（多様性を表現しよ

うとしているのは分かるけど…） 

・中学生も見る内容のため、全

文を載せても見てもらえな

い可能性があります。 

代わりに条文に関するミニ

クイズを載せることで、よ

り深く調べられるよう工夫

します。 

・こちらでプリント、カラーコ

ピーをしたことで色が変化

してしまった。基データを

確認して違和感がないよう

に対応します。 
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（６）高志中等教育学校 

     訪問日：６月２３日（木）午後４時（回答は６月２８日（火）） 

     参加者：生徒会本部役員 

     当日の様子： 

 

 

 

 

 

 

ページ 主な意見 市の対応 

P.1 中学生にとっては「批准」という言葉は分か

りにくそう 

「同意」をカッコ書きで追 

記します。 

P3、4 テーマ 03で全ての権利の説明で「～です」

と敬語を使っていて良い（感想） 

－ 

P7.8 ・「学び・育ちの施設の関係者」のところで

「虐待、体罰、いじめから子どもたちを守

ります。」の箇所を見て、いじめは分かる

が虐待や体罰は「学び・育ちの施設の関係

者」が行ってしまう場合があると思うので

「守ります」だけでなく「絶対に行わず」

という語句をいれるべきだと思う。 

・「保護者」のところで、「子どもにとって最

も良い方法を考え」の箇所を「子どもの意

見を尊重し、子どもと一緒に考え」にする

と良いと思う 

・文章を追記します。 

 

 

 

 

 

 

・文章を修正します。 

P.9 ・「いじめ」の部分でイラストが被害者だけ

だが、大多数から嫌がらせを受けていると

いうのを表現するために、被害者だけでな

く、いじめている加害者のイラストも必要

だと思う。 

・また、いじめにも色々な種類があると思う

ので、スマホだけでなく、例えば暴力を振

・暴力を受けているイラス

トは「保護者などから暴

力や暴言を受けている」

と重複するので現状のま

まとします。 

・今回は SNS での複数から

のいじめを表現してお
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３．まとめ 

 条例という普段の生活では馴染みのない内容をより分かりやすく伝えるため、子ど

もの目線で多様な意見が集まった。 

 おとなでは当たり前になっていてか気付くことができない「言葉」や「イラスト」

の使い方、文章を見たり質問を受けたりすることで起こる心情の変化などは非常に

参考となった。 

 権利の主体である子どもたちにしっかりと本条例の内容を伝えることができるよ

う、今回の意見をできる限り反映しパンフレットの制作を進めた。 

 

るわれているイラストもあったりすると、

現実味が増して良いと思う。 

り、加害者は載せなくと

も伝わる可能性が高いた

め現状のままとします。 

 

裏表紙 「SDGsでも子どもの権利についての目標が掲

げられています」とあり、下に SDGsの項目

が載っているわけだが、どの項目が子どもの

権利と関連しているのか分かりやすくするた

めに、項目の枠を色付けして強調するべきだ

と思う。 

・SDGsの画像は加工が禁止

されているので、枠は付

けられません。その代わ

り、子どもの権利に関係

する項目を抜粋し、その

上に説明を記載して紹介

します。 

 

全体 ・すべてのページが同じような構成で作られてい

る（テーマが黄色、イラストなど）子どもたちがだ

んだん飽きてくると思うので、子どもたちが楽しん

で読んだりできるように、少し写真を使ったり、何

かクイズ的な要素を取り入れたほうがよいと思っ

た。 

・端的にまとまられており、とても分かりやすかった

です。カラフルで見やすく「読んでみよう」と思え

るパンフレットだと思います。（感想） 

・色合いや構成は一定の統

一感を持たせるためにこの

ようなかたちになっていま

すが、今後の広報で工夫し

ていきたいと思います。 

・より探求してもらえるよう、ミ

ニクイズを追加し、条例の

理解を深めてもらえるよう

工夫します。 


