
四條畷市
しじょうなわてし

　全ての子どもは、かけがえのない存在です。子どもたちが、四條畷市

の恵まれた自然の中で、夢と希望をもって成長していけるよう、子ども

たち一人ひとりを大切にし、全ての子どもをみんなで支援するまちづく

りを目指してこの条例をつくりました。

「四條畷市子ども基本条例」は、平成 28 年 1月 1日に定めました。

条例の本文は、四條畷市のホームページ（http://www.city.shijonawate.lg.jp/）

などでご覧いただけます。
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平成２８年１月１日施行
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●教育相談

℡ 072-878-7710／月～金曜日／午前 9時 30 分～午後 4時 30 分／

教育相談室（福祉コミュニティセンター内）

●子育て相談（児童家庭相談）

℡ 072-877-1510／月～金曜日／午前8時45分～午後5時15分／子育て総合支援センター

●子ども虐待相談・通告

℡ 072-877-1510／月～金曜日／午前8時45分～午後5時15分／子育て総合支援センター

●発達に関する相談

℡ 072-877-7374／月～金曜日／午前8時45分～午後5時15分／児童発達支援センター

●子ども専用　すこやかホットライン（大阪府教育センター）

℡ 06-6607-7361／月～金曜日／午前 9時 30 分～午後 5時 30 分

※平日の相談時間外や、土・日・祝日の電話相談は 24 時間対応「すこやか教育相談 24」

℡ 0120-0-78310フリーダイヤル（通話料無料）をご利用ください。

●子どもの人権 110 番（大阪法務局人権擁護部）

℡ 0120-007-110フリーダイヤル（通話料無料）／月～金曜日／

午前 8時 30 分～午後 5時 15 分

●グリーンライン（大阪府警察本部）

℡ 06-6944-7867／月～金曜日／午前９時～午後 5時 45 分

●子ども専用　子どもの悩み相談（大阪府）

℡ 0120-7285-25フリーダイヤル（通話料無料）／ 24 時間／ 365 日

≪電話相談窓口≫
全　般
ぜん ぱん

いじめ・虐待・友だちとの関係などに関すること
ぎゃくたい とも かんけい かん

学校生活に関すること
がっこう せいかつ かん

子どもの人権などに関すること
じんけん かん

少年からの相談及び家族、地域住民等からの少年非行等に関する相談
じゅうみんとうかぞくおよしょうねん しょうねん かん
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四條畷市の取組み

保護者が安心して子

育てをすることがで

きるよう、家庭の状

況に応じて支援しま

す。

子どもたちみんなに

教育の機会をつくる

とともに、生活の支

援を行います。

いじめや虐待が起こ

らないように取組み、

子どもを救済します。

障がいのある子ども

や発達に支援の必要

な子どもを支援しま

す。

子育てに関する問題

や悩みなどに関して、

相談支援体制を充実

させます。

保護者、地域の人、学校

や施設の人、お店や会社

と協力し、子どもの安全

を守る取組みを行います。

子育て関係機関や

市民団体などさま

ざまな関係機関と

連携を図ります。

この条例をみんな

に広く知らせます。

子育て家庭への支援 子どもの貧困対策 虐待等からの救済 障がい児等への対応 相談支援体制の充実 関係機関との連携 広 報 活 動
子どもの安心・
安全を守る取組み
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いじめや暴力から
守られます。

守られる権利守られる権利

やくそく３

ぼうりょく

まも

まも けんり

教育や遊びなどを通し
て、豊かに育つこと
ができます。

育つ権 利育つ権利
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あそ とおきょういく

ゆた そだ

けんりそだ

まわりの大人から愛情を
受けて、安全に安心し
て生きることがで

きます。
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おとな あいじょう
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自分に関わることにつ
いて主体的に参加
できます。

参加する権利参加する権利

やくそく４

じぶん かか

しゅたいてき さんか

さんか けんり

子どもたち
こ

みんなと力を合わせて子ども

を支え、子育てを支援でき

るよう取組みます。
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子どもの一番近くで、家庭を

大切にし、子どもを守

り育てます。

保護者保護者
たいせつ こ まも

いちばん ちか かていこ

そだ
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子どもとのふれあいを大切に

し、子どもとともに地域の

活動を進めます。

地域 の人地 域 の人
こ ちいき

たいせつこ

かつどう すす

ちいき ひとちいき ひと 子育て家庭の従業員が子ども

と一緒に過ごす時間を持て

るようにします。

お店 や会 社お店 や会 社
いっしょ す じかん も

かてい じゅうぎょういん ここそだ

みせ かいしゃみせ かいしゃ

集団の中で、子どもが健や

かに成長できるよう支援

します。
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