子どもたちが幸せに生きる社会を
生かそう子どもの権利条約
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子どもたちの心に不安や不満や “むかつき” がたまること、
それが子ど

日本の子どもたちの “しあわせ感” が薄いこと、
「愛されている」
という実
感が乏しいことが、いろいろな国際調査でもあきらかになっています。
どうしたら子どもたちの心に “しあわせ感” を育てられるのでしょうか。
子どもたちの大好きなものがあります。
4 4 4

ひとつは、
「よしやるぞ！」
というめあてが持てることです。
勉強でもスポーツでも遊びでも、めあてを持ってがんばる
ことが、子どもたちは大好きです。
もうひ とつ は「 や っ
たぁ！」
という達成感です。
め あ てを持ってが ん
ばって、
「やったぁ」
と言っ
て喜んでいる子どもの姿は、ほんとうに
しあわせそうで、すてきです。

子どもの権利条約は1989年に国連で採択され、現在193の国と地域が締結して
います。日本は1994年4月22日に批准し、同年5月22日に発効しました。
戦争と貧困、虐待などから子どもを守り、いのちの尊厳と幸せに生きる権利をめざ
して積み上げられてきた、児童の権利に関するジュネーブ宣言（1924年）、児童権利
宣言（1959年）、国際児童年（1979年）などをふまえてつくられた国際条約です。
批准国は、条約にうたわれた子どもの権利を実現するために、国内法の改正や具体
的な施策を行わなければなりません。そして、批准してから2年以内に、その後は5年
ごとに国連子どもの権利委員会にその進捗状況を報告しなければなりません。
国連は、政府報告書とともに、私たち市民やＮＧＯなどからの報告書をあわせて審
査し、2010年6月、日本政府に対して第3回目の最終所見（勧告）を送り、子ども
の実態の改善や行政施策の強化を求めています。

そしてもうひとつ、特に大
好きなのは 、親 や 先 生 や
まわりの人たちからしっかりと
見守られて、
「よくやっ
たね」と認められ、ほ
められることです。

こういう「子どものだいすき3点セット」がたっぷりとあって、子どもたちが
充実感、しあわせ感を持てる学校、地域、社会をめざして、一歩ずつでも
歩んでいこうではありませんか。

作成協力：子どもの権利のための国連ＮＧＯ・ＤＣＩ日本
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子どもたちは…

のみが評価され、人を人として大切にしない

子どもたちから、遊びや文化活動、スポー

本当の自分をさらけ出すことができず、多

かけがえのない時間が奪われています。

大なストレスを抱えています。「いじめ」問

もが子どもらしく成長・発達できる社会が求
子どもたちは、「効率のよさ」や「成果」

められています。

40000

23,274

20000

1,171

4.102
２０１１年度

２００６年度

30（％）

0

２００１年度

20

厚生労働省：児童相談所における
0 児童虐待相談対応件数
10

日本の15歳の30%が「さびしい」と感じ、40%が「親との会話がない」、19%しか「幸
せ」と感じていないというユニセフの調査結果にびっく
りした。子どもをとりまくこのような孤
独感と人間関係をたいへん残念に思う。子どもたちに遊ぶ時間があまりないという指摘も
ある。40%が「遊んだことがない」、
30%が「一人だけで遊ぶ」というデータもある（平
日放課後）
。政府は児童遊園の数などをあげているが、これで子どもの遊ぶ権利を尊
重しているといえるのか。

日本審査担当特別広報官クラップマン委員の発言
（2010年国連子どもの権利委員会において）
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１９９１年度

子どもが友だちとうまくやっているの
か、勉強についていけるのか不安。
塾はお金がかかるし、忙しくて、子
どもを叱ってしまうことが増えたような
気がする。子どもにゆっくり向き合う
余裕が持てない。
でもそういうことを
相談できるおとな
がいないの。

宿題を１時間近くかけてやってい
る１年 生が いる。その一 方で、
わからなくなってあきらめてしまっ
ている子もいる。 子どもたちは苦
しんでいる。
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︵年︶

人間らしく働き安心してくらせる社会、子ど

ます。
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2009

憲法・子どもの権利条約にもとづいて、

題練習などが子どもたちにおしつけられてい

子どもの
貧困率
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2003

される100問テスト、授業を削って過去問

15

1997

どもの育ちに影を落としています。

16

1991

貧困、家族の崩壊や児童虐待などが子

「学力向上のため」として、やり切れな
い程の宿題、朝からのドリル学習、繰り返

子どもの貧困率

1985

まれようとしています。

国連児童基金︵ユニセフ︶報告書︵２００７年︶から
経済協力開発機構︵OECD︶加盟国を比較

会があります。

ては…」こんな競争主義が学校に持ち込

（％）
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厚生労働省資料より

題の背景には、こうした自己責任の競争社

「学力テストで１点でも平均点を上げなく

15
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自分を孤独だと感じている
歳の各国別割合

「自己責任論」がまかり通る社会の中で、

ツ、自分のために自由に過ごせる時間など、

UNICEF（ユニセフ）調査
「先進国における子どもの幸福」
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東 日 本 大 震 災･原 発 事 故
子どもの 立 場 からの 復 興 ･ 支 援 を
家族や友だち、家を失い、子どもたちは傷つき、苦しんでいます。
そんな被災地に平常をとりもどすこととは、学力テストや受験競争、規範
意識や道徳教育の強化でしょうか。
子どもの減少や校舎の倒壊を理由に、学校統廃合もすすめられています。
学校の改修・建設、少人数学級によるキメ細やかな学習指導や、継続的
な心のケアこそが必要です。

子どもの意見を
復興に生かす

すめようと、
「までい教育」に力を入れ
ています。

全 町避 難を余儀なくされた福島県

までい：東北地方の方言。
「ていねいに、
心をこめて、
じっくり」との意

大熊町は「教育は希望の灯。とにかく
学校をたちあげよう。そうすれば町民

学校は子どもたちと
地域住民の拠り所

もついてくる」と決意。震災１か月後

子どもは地域の宝
復興の主役

子どもたちが
思い切り遊べる
環境を早く

津波で倒壊した宮城県雄勝町。
これまで 学 習に使っていた地 域

福島では、子どもたちは外遊びが

教 材はすべて流されてしまったが、

できなくて、ストレスがいっぱい。

すずり

漁師、硯職人など、身近なおとなた

肥満児が増え、筋力がなくなり三輪

ちの復興にとりくむ姿が、子どもた

車をこげなくなった子も。

ちに希望を与える大事な教材に。

保育園・幼稚園や学校はもとより、

雄 勝小 学 校の先 生は「子どもの

子どもが生 活する地 域の徹 底した

権利条約を生かした、
『故郷を愛し、

除染、食の安全の確保が必要です。

故 郷を復 興する社 会 参加の学力』

被ばくが心配される18歳 以下の

を育みたい」と、地域に根ざした授

子どもたちの健康診断は、国の責任

業にとりくんでいます。

で、生 涯にわたり定 期的に無 料で

被 災 地での子どもたちの笑 顔や

行うべきです。

前向きに生きようとする姿が、おと
なたちに大きな勇気を与えています。

に会津若松市の協力で同市に幼・小･
中学校を開設。大熊町の教育長は「復

津波で大きな被害を受けた、岩手

興を担うのは子どもたちの世代。子ど

県陸前高田市の県立高田高校。

もの権利条約第12条をもとに、子ど

あの日、唯一 残った裏山の屋内練

もの意見・考えを復興に生かす」と語

習場で、避難してきた地域の人たちを

ります。

励ましながら、ともに「今」を乗り越
えようとした生徒たち。

宝探しの教育を

学校は文字通り地域の拠点であり、
かけがえのない存在です。

全村避難の飯舘村も、川俣町に小

学校の再生や町の復興は、子どもた

学 校を、福島市に幼稚園と中学 校を

ちや地 域住 民の意 見をふまえてこそ、

建 設。
「アラ探しではなく宝 探しの教

未来への希望が紡ぎだされます。

育」
（飯舘村教育長）をていねいにす

子どもたちが安心して幸せに
生きる権利の保障を！
復興予算は、被災地の生活再
建や教育の充実を最優先に！
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「 い じ め 」、暴 力 の 克 服 を
学校は、子どもたちの笑顔と歓声があふれ、いのちと人権がもっとも大切にされなけ
ればならないところです。しかし、子どもたちの間に、「いじめ」とそれが要因と考えら
れる自殺が相次いでいます。

ゼロトレランスは、 暴力の連鎖を生むだけ
90年代に始まった「ゼロトレランス」（不寛容）という方法が、日本の学校

「いじめ」の中で子どもたちは

にも入れられようとしています。子どもたちに失敗を許さず、問題行動を監視し、

「いじめられている」子どもは、家族に心配をかけたくないという思いや、いっそう「い
じめ」が激しくなることを恐れ、「いじめられている」ことを言葉に出せないような関係に
追い込まれています。子どものいのちと人権を守る緊急の手だてが必要になってきます。

「いじめ」を克服する力は子どもと教育の中にこそ
「いじめている」子どもたちも、さまざまな日常生活の苦しみや心のゆがみを背負い、
「いつ、自分が仲間はずれにされ、いじめられるかもしれない」という不安にしばられて
います。競争や自己責任の社会の中で、様々なゆがみや苦しみを背負っています。
「いじめ」を克服する力は、子どもと教育の中にこそあります。子どもや子ども集団が「自
分は大切にされている」という実感を持ちながら、いのちや人権の大切さを学びとって

違反したときには、例外なく厳しく罰していく方法です。
こうした方法は、子どもたち一人ひとりを傷つけ、人間関係を壊していきます。
また、体罰は子どもたちの人間としての尊厳を傷つけるものであり、なくしてい
かなければなりません。
競争や管理、統制ではなく、一人ひとりの子どもを大切にし、のびのびとした
創造的な教育がすすめられるように、学校や地域で、子どもたちのことを語りあっ
ていきましょう。

子ども自身のとりくみを生かす
「いじめ」や暴力の克服には、子どもが参加する子ども自身のとりくみが大切
です。

いくことが必要です。

子どもたちの心にひびく授業との出会いを
静岡の小学校教員の実践から

いじめを断ち切るための即効性ある指導と同時に、「生きていく上で大切なことは何か」
を問い、子どもたちの心の琴線にふれる授業との出会いが必要だと考えている。

生徒同士で考えあうことで
「教育のつどい2012」の「学校づくりへの子ども参加、父母・教職員・地域共同」分科会での高校生の発言から

冷やかしは自分たちもしている立場だけど、そういうのをしないとコミュニケーションが取れ
ない状況に今あることをおとなに知ってもらいたい。おとながいじめの芽を見つけるとかも重

小学校4年生の総合学習で「命の誕生」の学習をしていたＳ男は、中学校でいじめ

要だけど、子ども自身で取り組んだら、いじめは減っていく
と思う。自分の学校にはクラス

問題が起きた時「小4のときの授業で、Ｎ子の生まれてきた大変さをＮ子の母親から聞い

に班長会があって、毎週話しあう。自分のクラスでもハブかれちゃってる子がいて、その

ているから、僕はＮ子をいじめられない」ときっぱりと言った。学んで、子ども自身がつかみ

子の問題が必ず班長会で取り上げられる。中学が一緒だった子が最初声をかけ、その

とったことは、じっく
りと温められ、育まれ、後で生きてくる。

子のいいところを班長会でも出して、こういう考えを持っているんだよっていうのをしっかり認
識すると、和解じゃないですけど、固まったものが溶けていくっていうことがある。

6

7

す べての 子どもに
安 心 して じ っ くり 学 べ る 環 境 を
動きはじめた 「教育費の無償化」 の
流れをさらに前へ

「義務教育は無償」のはずですが、給食費、教材費、修学旅行費など保護
者の教育費負担は大きいものがあります。子どもを大切にし、どの子もお金の心
配なく学校へ通える社会を実現していくことが求められています。

授業
料
無償
は

2010年4月から「高校無償化」がスタートしました。高

世界の キ
シ
ジョー

高校・大学の授業料無償化を

日本政府は、国際人権規約社会権規約の中の「高校・大学の無償教育の漸進

校進学率は、98.3%を超え、準義務教育化しています。
日本を除くOECD加盟国のうちで、公立高校の授業料が有

（OECD諸国の公財政教育支出の対GDP比）

大切にし、時間をかけて話を聞いたり、

すが、それは世界標準からみれば大変遅れた考え方であるということができます。

3.0

業づくりにとって、とても大切なものです。

1.0
0.0

韓国

2.0

アメリカ

語り合ったりする学級づくりや、わかる授

OECD 平均

夢物語にすぎません。奨学金制度を充実し、すべての子どもたちや青年に学び

3.6

4.0

ノルウェイ

「ノーベル賞受賞者を増やす」とか「グローバルに活躍できる人材育成」など、

5.4

5.0

スウェーデン

高い学費と貸与制の奨学金しかないという、貧しい高等教育の実情を変えずに、

6.0

アイスランド

の代わりに「所得連動返済型」をつくったと強弁しています。

7.0

デンマーク

ともと授業料は無償なのです。文部科学省は、
「給付制」

貸与制は

世界の シキ
ー
ヒジョ

２ヶ国（日本、アイスランド）のみです。アイスランドはも

（％）
8.0

日本

世界の水準に追いつけるよう無償化をすすめていくことが大切です。
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こんなに低い日本の教育予算

少人数学級は、子どもたち一人ひとりを

ます（日本は有償）
。政府は、高校・大学教育は個人のためという考えを主張しま

を保障することが強く求められています。

30人学級を実現しよう！
2年生の35人以下学級が実現しました。

国公立大学では、OECD加盟国の半数の15ヶ国で授業料が無償になってい

本のように「貸与制」しかないのは、OECD加盟国では

せましょう。

運動によって、国の責任による小学校1・

は国際的常識です。

世界では、奨学金は「給付制」が当たり前です。日

今後、国の方針を後退させず、確実に「無償教育」を前進させるために力をあわ

長年にわたる父母、教職員、国民の

償なのはイタリア、韓国、ポルトガルだけです。「高校無償化」

日本にも給付制奨学金を

的導入」を定めた条項について、ようやく留保を撤回しました。

（2012年 OECDインディケータより）

第3回国連子どもの権利委員会の最終所見は…
本委員会は、締約国政府の社会支出がＯＥＣＤ諸国の平均よりも低いこと、近年の経済
危機のもとで貧困がすでに増加し、現在では、人口の約15%が貧困であること、ならびに、
子どもの幸福および発達のための補助金および手当てがそれに対応して増加していないこと
を深く懸念する。
子どもの権利の視点から中央および自治体レベルにおける予算を精査すること。
子どもの権利の優先性を反映した戦略的な予算線を設定すること。
財政規模の変化にかかわらず、子どものための優先的な予算線を堅守すること。
（DCI日本 福田･世取山 訳）
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子 ど も の 権 利 条 約 っ て ？？

子どもたちは人間として大切にされているでしょうか。このことは飢えや戦
争に悩む途上国や紛争地だけの問題ではありません。目の前の子どもた
ちの姿、いじめや貧困の実態に目を向け、子どもの権利をもとに考えると、
日本にも様々な課題があることに気がつきます。

思いを伝え、受けとめてもらえる
子どもは、泣き声や身振り手振り、もちろん言葉で自分
の思いを自由に表現し伝えることができます（１２条）。お
となには、子どもが、それぞれの発達段階に応じて、間
違いをおそれず自分の気持ちを伝えられるように、配慮し、

子どもは人間として大切にされる存在
子どもも、おとなと同じように、社会の中の大切なひとりとし
て、尊重される存在です。

受けとめることが求められています。 子どもの表現・知る
権利 (１３条)、思想・良心・宗教の自由 (１４条)、集会結社の自由（１５条)等
もおとなの配慮が求められる大切な権利です。

同時に、子どもは、こころもからだも発達途中にあり、ひとりでは生きていくこと

安心して、のびのび学べる

ができません。また、自立したおとなになるための知識を身につけ豊かな人間
関係の中で様々な経験を積むことも必要です。そのために、子どもには、その
発達段階に応じて、おとなの様々な配慮や援助が必要です。

子どもには、自立したおとなになるために、教育へ
の権利（２８条）、子どもの人格や能力を最大限度ま
で伸ばす権利（２９条）を保障することが必要です。
保護者は子どもが学ぶ自由を保障し、国や自治体も

どんな権利があるの？

どの子も必要な学習ができる環境を整える義務を負っ

子どもの権利条約は、どの子も人として様々な権利を持つことを確認し、子ど

もたちがこれらの権利を十分に使えるように、子どもたちの最善の利益（３条）
を考えて、直接子どもと接する保護者や先生、国や自治体、さらには条約を批
准した国同士で助けあうことを約束しています。

ています。

ゆったり時間、たっぷり遊び
ゆっくり休み気晴らしすること、楽しくたっぷり遊ぶこと、
素晴らしい文化や芸術にふれること、みんな大切な子ど

いのちと健康が守られる
子どものいのちと健康が守られること（６条，２４条）
、暴力や虐待をうけない

もの権利です（31条）
。
子どもたちの毎日の家庭・学校・地域での生活に、ゆっ

こと（１９条）はもちろん、身体的、精神的、道徳的、社会的発達のための

たりとした時間とたっぷりの遊びを保障し、豊かな子どもの

十分な生活水準を保障します（２７条）
。

生活圏文化を育てましょう。
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子どもの権利条約は万国共通の子育て書

「札幌市子どもの最善の利益を実現するための
権利条例」（子どもの権利条例）
札幌市の「子どもの権利条例」は、日本国憲法や子どもの権利条約が保障する
子どもの権利を、より具体的にわかりやすく定めるとともに、それを保障するための大
人の役割や札幌市の取り組みについて定めています。

青森市が
子どもの権利条例を制定

高知では
「高知県こども条例」は、多くの
子どもや県民の意見と論議をもとに、

青森市は2012年12月25日、

都道府県レベルとしては全国で初め

「青森市子どもの権利条例」を制定

て2004年に制定されました。しか

しました。

＜条例が目指すこと＞
自立した社会性のある大人への成長・子どもの視点に立ったまちづくり・
権利侵害からの救済

国連子どもの権利条約との懸け橋に
札幌市の上田市長が選挙の公約にかかげ当選。2005年から検討を開始。市
議会で一度は否決、再度提案して継続審議。それでも「国連子どもの権利条約との
懸け橋に」と、幅広い市民団体が共同して「制定を求める会」を立ち上げ署名運動な

し自民党が2012年12月県議会

子どもの権利条約に基づき、「子
どもの最善の利益」を基本理念とし

に、 条例の性格を根本から変え、

て明記。「青森市子ども会議」の

子どもの権利を抜き去り規範意識を

設置や、いじめや暴力、虐待など

植えつける「改正」案を提出し強

を受けた子どもを救済する「子ども

行可決。 多くの県民がこれに反対

の権利擁護委員」を置くことなどを

し、子どもの権利を守るとりくみをす

定めています。

すめています。

ど粘り強い運動を展開し、三度目の提案で2008年11月7日に制定されました。
条例の制定にあたっての付帯決議には次のように書かれています。
「この条例は、我が国が1994年に国際条約として批准した『児童の権利に関す
る条約』を札幌市において具体化するものであり、本条例の解釈・運用は同国際
条約に基づいて行われなければならない」

子どものＳＯＳをキャッチするアシストセンター
条例第35条に基づいて設置された「札幌市子どもの権利救済機関アシストセン
ター」は、子どもたちの声を受けとめる大きな役割を果たしています。救済委員2名、
調査員3名、相談員7名のスタッフが対応しています。3年間に寄せられた子どもの
相談は延べ11,545件、調整活動416件、調査調整の申し立てが5件。
しかし、この3年連続して中学生が自殺するなどの悲しい出来事もあり、子どもの
権利条例が実効あるものになるには、学校教育、子育てなどの分野で、子どもの権

東京都の公民館主催の「子育てセミナー」に参加した若いお母さんから寄せられた声です。子ど
もの権利条約を学んだお母さんたちに、意識の変化が生まれています。
それまでの自分は、なかなか自分から動かない娘に、ああしなさい、こうしな
さい、なんでこんなことしないの、とイライラして声をかけていた。でも心のどこ
かで「これじゃまずい」と気づいてもいた。けれど、そんな自分を変えられ
ないままに子育てをしていた。そんな時、子どもの権利条約の話を聞いてはっ
とした。待ってみよう、子どもの声を聞いてみよう、やら
せてみようと思った。すると、子どもはゆっくりだけど、ちゃ
子どもの権利の話を夫にした。 以前
んと自分で動き、話もするようになっ
から夫が言っていたこ
ていった。そういう変化を目の当たり
とと重なって、夫婦で
にしてびっくりしたし、うれしかった。
子どもの見方について
久しぶりに話すことが
できた。

利条約・条例の理念を反映した子ども施策が一層求められています。
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子どもをみるまなざしを問い直す
堀尾

輝久

（子どもの権利・教育・文化 全国センター代表委員、子どもの権利のための国連ＮＧＯ・ＤＣＩ日本副代表）

子どもの権利条約が提起している大事な点は、私たちが親として、教師として、おと

子どもの 権 利 のために
津田

玄児

（弁護士、練馬・市民と子ども法律事務所）

子どもが話を聴いてもらえる権利、最善の利益を受ける権利が無視され、被害を

なとして、子どもをみるまなざしを問い直し、子どもを権利の主体としてどうとらえ直すか

うける子どもが少なくありません。子どもがその年齢にふさわしく尊重されていないた

ということだと思います。

めです。いくつかの事例を紹介します。

4 4 4 4

子どもとは何か

泣いたり笑ったり、体で表現することを親や
まわりの人は丸ごと受け止め、適切に対応
することが大事です。
子どもの成長・発達は一本筋ではありま
せん。つまづきや失敗、あともどりや回り道
は子どもにとって必要なことであり、それを権
利として認めることが、成長・発達の権利の
重要な内容になってくるのです。

その前提にはまず、「子ども」とは何か。
この問いには三つのことがいえます。
子どもは人間である
子どもは子どもである
子どもは成長・発達し、やがて現在のお
となをのり越える存在である。
子どもは人間であるという確認は、すべて
の人間が人権の主体であるという人権思想
と響きあっています。しかし同時に、子ども
の権利は単に、人権の子どもへの適用では
ないのです。子どもも当然人間であるという
ことを前提としながら、子どもは子どもである
ということが、まさしく「子ども」の発見と子
ども固有の権利の視点となってくるのです。

子どもが子どもである権利
子どもの権利とは、一口に、子どもが子
どもである権利、子ども時代をゆったりと、
充実して過ごし成長する権利といえます。
ところで、人間とは子どもであり青年であ
り、成人であり老人であります。したがって
人権、つまり人間の権利とは子どもの権利、
青年の権利、老人の権利の総体なのです。

子どもの権利とは何か

子どもの権利は人権の基礎

それでは子どもの権利とはなにか。
新しい命の誕生。その生命と生存の権利
は子どもの権利の大前提です。さらに、平

そう考えれば子どもの権利は、人権（人
間の権利）の基礎、基本の権利だといえ
ます。子どもの権利の視点は、人権を抽象
的、一般的にではなく、人間の存在の様態
に則して、具体的にとらえる視点を提起して
もいるのです。また、子どもの権利と未来
世代の権利を重ねてとらえることも重要で
す。

和的な安心・安全な自然と社会の環境のも
とで成長・発達するのです。
そしてこの権利は、遊びと学びの活動と不
可分なのです。これらの活動も子どもの権
利のなかみです。
子どもが要求や感情を言葉だけでなく、
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小学校2年生の子どもが教員の臀部
を蹴って逃げ、立腹した教員が子どもを
捕まえ胸元をつかみ壁に押当て大声で
叱った。子どもはその恐怖から通学に支
障を生じ、通院し治療を受けることとなっ
た事例がある。裁判では指導のために
有形力が行使されても体罰ではないとさ
れた。子どもを尊重せず、腹立ちまぎれ
の報復を容認した裁判である。

外国人の一家について、中
学生の子どもだけが在留資格を
認められ、父母が強制退去に
なり、親子が分離された事例が
ある。強要してはならない親子
の分離の強要で、子どもの最善
の利益を第一にすることより、出
入国管理の必要性を優先させ
た事例である。

3人の少年が強盗致傷について虚
偽の自白を強要され、最終的に処分
の取消しもしくは無実で終わったが、そ
れまでに4年近くが費やされた。2000
年まで許されていなかった、検察官が
少年の手続に関与し、裁判のやり直し
を求めることが出来るようになった影響
で、子どもの最善の利益を第一とした
法制の破壊がもたらした結果である。

離婚家庭で、暴力をふるう別
居親とは会いたくないと子どもが言
い張ることがある。その実、暴力
は自分が経験したのではなく、監
護親から聞かされていただけとい
う場合が珍しくない。子どもを尊
重せず私物視し、別居親とはい
え、子どもが親を知り交流する権
利を妨げる事態である。

これらの事例にみるとおり、子どもの権利条約が批准されて18年にもなりますが、
子どもの最善の利益はいたるところで無視され、子どもは尊重されていません。そ
の改善に役立ちたいと切に想っています。
子どもが幸せに生きる社会を実現するために力をあわせましょう。
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