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子ども の 人権問題

問 子どもの人権に関して、問題であると思うもの（上位５項目）

　「･･･育児放棄や虐待」が82.6％で最も多く、「いじめ問題」も76.4％でしたが、「…子どもの貧困問題」は47.9％で、上
位２項目の問題に対する関心の高さがうかがわれました。

　近年、児童虐待に関する相談対応件数は増加傾
向にあります。その中には、子どもの生命が奪われ
るなど重大な児童虐待事件も後を絶ちません。こ
のような課題に対処するため、2020（令和2）年に
児童虐待防止法が改正され、更なる対策の強化が
進められています。

　いじめの問題は依然として大きな社会問題で
す。いじめはどの子にも起こり得る問題で、ささい
なきっかけから深刻ないじめへとエスカレートする
ことがあります。
　いじめを早期に発見するために、子どもの小さな
サインを見逃さず、温かい心で見守りましょう。

　2019（平成31）年4月、飯塚市では、全ての子どもたちが、虐待や育児放棄から守られ、愛される
幸せを実感しながら成長できるように、市民のみなさんとともに、子育てしやすい環境をつくり、子ど
もの命と健やかな成長を守るため、「飯塚市の子どもをみんなで守る条例」を施行しました。

　条例には、しつけと称した体罰を与えてはいけない等の「保護者の責務」の他に
「市民の責務」「地域における児童虐待防止の取組」「児童虐待の通告義務」などが記
されています。
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■性的虐待

■ネグレクト
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