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こ けん　 り　　　　まも

子どもの権利を守るよ！
こ

そだ

げん　き

子どもが元気いっぱいに
育つようにするよ！

なか　　　ひら　　　　　  み

こ　 そだ たの

子育てがもっと楽しく
なるようにするよ！

し　ごと　　　  こ　そだ りょう  ほう  だい　じ

仕事も子育ても両方大事に
できるようにするよ！

　◉安心して子どもを生み、育てること

　　ができるように、お父さん、お母さん

　　などを支えるよ！ 

◉子育てにかかるお金を少しでも減らすよ！

◉社会のみんなで子育てを応えんしていくよ！

　◉安全で子どもを育てやすいまち

　　　　づくりを進めるよ！

あん しん　　　　　  こ

こ   そだ

すす

しゃ かい

あん ぜん　　    こ　　　　　　　　そだ

こ　そだ　　　　    おう

かね　　  すこ　　　　　　　  へ

う　　　  　　そだ

とう かあ

ささ

◉子どもが健康に育つことができるよ

　うに支えるよ！

◉自然やスポーツ、文化などいろいろ

　なことを学んだり、経験したりでき

　るようにするよ！

◉自分の力で生活する大人になること

　ができるように支えるよ！

◉障害があるなど手助けが必要な子ど

　　もに言葉をかけ、きちんと

　　　　手をさしのべるよ！

ささ

ささ

て   だす　　　　 　ひつ よう　　　  こしょうがい

こと  ば

て

し　ぜん ぶん　 か

まな けい けん

じ　ぶん　 　 ちから　　 せい かつ　　　　　   おとな

こ けん こう　　   そだ

◉子どもが意見を言えるようにするな

　ど、自分から進んで社会に参加でき

　るように支えるよ！

◉子どもを暴力などから守るよ！

◉いじめや不登校などの相談を受け、

　　どうしたらよいかいっしょに

　　　考えるよ！

こ　　　　　　　　  い　けん　　　 い

じ　ぶん　　　　　すす　　　　　しゃ  かい　　  さん   か

ささ

こ　　　　　　　　ぼうりょく まも

ふ  とう  こう そう だん　　　 う

かんが

よいしょ！

どんなまちになるかな？
中を開いて見てみよう！

◉仕事だけでなく、子どもといっしょに

　過ごす時間も取れるように、会社の社長

　や勤めている人などに働きかけるよ！

◉保育所を増やすなど子育てしながら働

　けるように支えるよ！

◉母子家庭や父子家庭の人も仕事と子育

　て、両方大事にできるように支えるよ！

し　ごと

す　　　　　　じ　かん　　　と

つと

ほ　いく  しょ　 　　ふ こ　そだ はたら

ひと はたら

かい しゃ　　  しゃちょう

こ

ささ

ぼ　 し　 か   てい　　　 ふ 　し　 か　てい　　  ひと　　　 し　ごと　　　 こ   そだ

りょうほう だい　じ ささ

と り く

なごやの４つの取組み

す べ て の 人 が 支 え る ま
 ち ひと　　　　  ささ

子ど
もた
ちが
元気で

幸せに暮らし、すてきな大人になるようにこ
　
　　
　　
　　
　　
　 　

　  げ
ん    き

　　　
しあわ　

　　　 　 く　　　　　　　　　　　　　　　　　おとな

お父さん、お母さんなど
とう

きん じょ　    ひと

かあ

役所の人
やくしょ　　  ひと

近所の人

子ども・若者
こ わか もの

学校や保育所の
先生など

がっ こう　　   ほ いく しょ

せんせい 会社の人
かいしゃ　  　ひと

こ　　　　　じょう れい

すがた

な　 ご　  や　  し こ けい  かく　　　 つく
なごや子ども条例マスコットキャラクターの「なごっち」です。
名古屋市では子どもたちのための計画を作ったんだ。

こ

ささ
子どもたちは

みんなに支えられて
いるんだね

なごやのめざす姿
～こんなまちにしたいな～

大人たちが子どものために

力をあわせることができる

ようにがんばるよ。

地域のお祭りやそうじなど、

子どもといっしょにみんなで

やりたいなあ。子どもが危な

いことをしているときや、心

配なときは声をかけるよ。

子どもが、自分の成長にあわ

せて、勉強し、育つことがで

きるようにするよ。子どもが

意見を言えるように教えるよ。

社員の人（お父さん、お母さ

んなど）が子どもといっしょ

に過ごす時間をもっと増や

せるようにがんばるよ。

愛情をいっぱい注いで、大切

に子どもを育てるよ。家庭

が家族のほっとできる場所

になるようにしたいな。
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このパンフレットは古紙パルプを含む再生紙を使用しています。
こ  し

でん　わ

●発行・お問い合わせ先●
名古屋市子ども青少年局 子ども未来部子ども未来課　　平成22年3月発行

〒460-8508　名古屋市中区三の丸三丁目１－１　　電話：（052）972-3081

ファックス：（052）972-4437　メール：a3081@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp
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あ さき
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まも　　　　　こ ささ き
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名古屋市には、子どもを支えるみんなの約束「なごや子ども条例」
があるんだよ。
すべての子どもがあたりまえに持っている大切なもの（子どもの権利）
を守り、子どもをみんなで支えよう！と決めたんだ。

学校がお休みの日などの体験活動の情
報は「わくわくキッズナビ」でゲットしよう！
　☆情報誌は７月（夏休み前）に
　　発行予定です。
　☆ホームページはいつでもOK！
http://www.wakuwaku.city.nagoya.jp/

開催期間 平成22年8月8日（日）～8月22日（日）

なごや子ども体験活動情報

場　　所 名古屋市中小企業振興会館【吹上ホール】
 　　　　　　（千種区吹上二丁目6番3号）

み

んな
でわくわく

体験
をしよう

「なごや☆子どもCity2010」　「わくわくキッズナビ」についてのお問い合わせは…
　　　　名古屋市子ども青少年局子ども育成部青少年自立支援室

　　　　電話：（０５２）９７２－３２５８　　ファックス：（０５２）９７２－４４３９

子どもがつくったイベント
もあるよ！参

加してみよう！
こ
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へい   せい

な　  ご　  や　   し　ちゅう  しょう　き　ぎょう　しん  こう　かい　かん
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「なごや☆子ども City 2010」は
子どものまちだよ。
お店をつくったり、仕事をしたり、
市長になったり、子どもが手がける、
子どものための「遊びや体験がで
きるまち」なんだ。ぜひ来てね！
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き

あそ たい  けん

みせ し　 ごと

し   ちょう こ て

さん　か

４つの子どもの権利４つの子どもの権利
こ けん　り

自分から参加する
じ  ぶん さん  か

一人一人が大切に
される

ひとり ひとり たい せつ

豊かに育つ
ゆた そだ

安全に安心して
生きる

あん ぜん あんしん

い

http://www.nagoya-kodomocity.jp/


