
第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和２年度進捗状況報告書

施策の方向Ⅰ　広報・啓発及び学習の支援並びに市民活動への支援 令和２年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
達成度＝1：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

推進施策
該当す
る条文

重点的
取組

№ 再掲 事業名 事業概要等 令和2年度実施状況 令和2年度の課題等
令和2年度
の達成度

所管局 所管課

① 　かわさき子ども
の権利の日（11
月20日）の前後
において、市民参
加のもと、かわさ
き子どもの権利の
日事業をはじめと
した子どもの権利
についての広報・
啓発事業を実施し
ます。

５条

1
かわさき子どもの権
利の日事業

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例第5条に定める「かわ
さき子どもの権利の日」（11月20日）事業として、各区を巡回したイ
ベントの実施等を通して広く子どもの権利について市民等の関心と理解
を深めます。

■事業概要：学校、ＰＴＡ、青少年団体等で構成する実行委員会を中心
に、市民と行政で協働し、子どもが参加して、子どもの権利をおとなも
子どももともに体験できるような、子どもの権利の日の趣旨にふさわし
い事業を１１月２０日（かわさき子どもの権利の日）前後１か月に実施
します。

　「かわさき子どもの権利の日のつどい」を多摩市民館で開催しまし
た。新型コロナウイルス感染症対策のために事前申し込み制で21名の
参加があり、後日、市のYouTubeチャンネルに講演会動画を投稿する
など、イベントを通じて子どもの権利について普及啓発を行いました。
　「市民企画事業」では市内を拠点に活動をする12団体の参加が得ら
れ、市内各地やオンラインでイベントが開催されました。また市立図書
館に依頼して子どもの権利に関する図書コーナーを設置し展示や紹介等
も行うことで、つどい参加者以外にも子どもの権利を広く知ってもらう
機会となりました。

　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で会場参
加者の人数制限をする中、新たな試みとして市のYouTube
チャンネルに当日の講演会の動画を載せるなど、より多くの
人が子どもの権利に触れられるようにしました。
　また、子どもの認知度は一定程度はある一方で、大人の認
知度が条例施行時に比べて下がってきており、認知度を上げ
るためにも「かわさき子どもの権利の日のつどい」の効果的
な広報の方法は改善の余地があると思われます。「子どもの
権利条例」があることやその内容を知っている人が、その一
つ一つについて考えてもらえるよう取り組みます。

3
こども
未来局

青少年
支援室

② 　子どもの権利に
関する理解を深め
るため、条例や子
どもの権利に関す
る内容について、
さまざまな媒体や
手法を用いて効果
的に広報を行いま
す。

６条

2

子どもの権利に関す
る条例のパンフレッ
トやパネル等による
広報

■目的・目標：条例パンフレット等の配布を通じて、市内学校の生徒や
子育て施設の児童及び職員に川崎市子どもの権利条例を周知し、理解を
深めます。

■事業概要：条例理解のためのパンフレット等の小学校、中学校、高校
を通じた児童生徒への配布や、各種親子向けイベントで条例説明等での
パネルの出展などにより、子どもやその保護者に子どもの権利について
の認識を深めてもらいます。

　11月20日の「かわさき子どもの権利の日」に合わせ、低学年にも分
かりやすいマンガ入りリーフレットを市内小学校全児童に87,456部一
斉配布しました。また、条例パンフレットを中学校、高等学校の全学級
及び保育園等、市内子育て関連施設に9,501部を配布し、子どもの権
利についての広報・啓発を行いました。なお、パンフレット等の一斉配
布にあたっては校長会にて子どもの権利について説明しました。

　リーフレット等の資料を市内の全児童生徒へ配布すること
で、子どもたちが子どもの権利に関しての意識を持つ機会を
つくりました。
　子どもたちへの意識の定着を図るために、引き続きリーフ
レット等を配布していく必要があります。また、市民が直接
条例について目にする機会を増やすために、今後も各種イベ
ント、会合等での配布を進める必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

3
川崎市子ども会議
（広報）

■目的・目標：川崎市子ども会議の紹介と子ども委員を増やすことをめ
ざします。

■事業概要：川崎市子ども会議の活動内容や委員募集等についてポス
ター、チラシ、ホームページなどにより広報を行います。

　川崎市子ども会議の委員募集については、ポスター・チラシを作成
し、市内の各公立小中学校・私立学校やこども文化センター等に幅広く
配布しました。４年生以上と特別支援学級の教室掲示用にポスターも配
布しました。配布時期は休校中を避け、学校再開に合わせて7月にしま
した。さらに、ホームページ上に募集の案内や活動の様子などを掲載し
てきました。

　より多くの子どもたちの参加につながるよう、今後も子ど
も委員やサポーターの意見をもとに、ポスターの内容などを
含め、より効果的な広報の方法を考えていく必要がありま
す。

3
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

4 権利学習派遣事業

■目的・目標：「川崎市子どもの権利に関する条例」第７条に基づき、
学校教育及び家庭教育の中で、子どもの権利についての学習が推進され
ることを目的・目標とした取組を行います。

■事業概要：小学校２～４,6年生及び中学生を対象に、子どもが暴力や
権利侵害から自分を守る方法を身につける「子どもワークショップ」を
行う講師を学校に派遣します。

　「子どもワークショップ」を行う講師派遣を希望する小学校16校、
中学校2校の合計18校に対して、延べ　366名の講師を派遣しまし
た。実施校においては、ロールプレイを中心とした参加型の学習を行
い、暴力や権利侵害から自分を守る方法を身につけるとともに、「安
心・自信・自由」の３つのキーワードから、自分や他者にとって大切な
権利とは何か、また、相談の大切さについて理解を深めることができま
した。実施校は大人のワークショップも開催しています。
　さらに、教職員への周知を目的に、ライフステージに応じた研修や、
人権尊重教育推進担当者研修において、条例の趣旨等を理解するための
講話を引き続き実施しました。

　子どもの権利学習派遣事業を開催することで、「安心・自
信・自由」をもとに具体事例を通して大人も子どもも子ども
の権利を学ぶことができています。また、このワークショッ
プを通して悩んでいることを誰かに相談することの大切さを
学ぶこともでき、いじめや虐待の早期発見につながっていま
す。
　子どものワークショップを開催する場合は、学校の予算に
おいて大人のワークショップも開催することとなっています
が、さらに子どもの権利について関心をもってもらうための
効果的な開催の仕方を検討する必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

5
人権尊重教育実践集
録の作成

■目的・目標：各学校が人権尊重教育の推進する際の参考資料として活
用を図ることを目的・目標としています。

■事業概要：研究推進校の実践を含めた市立学校の年間の実践活動や人
権教育に関する研究大会や行事等の内容を掲載した「人権尊重教育実践
集録」を作成し、各学校に配布します。

　「子どもの権利学習の実践報告」や「子どもの権利の日のつどい」に
関する記事を人権尊重教育実践集録に掲載し各学校に配付しました。

　毎年人権尊重教育実践集録に「子どもの権利学習の実践報
告」や「子どもの権利の日のつどい」について掲載し各学校
に配付することで、権利学習の取組例や活動の周知を図るこ
とができました。
　児童生徒には「参加する権利」があることやそれに関連し
た「子ども会議」の活動について理解を図るために、教職員
に継続して伝えていく必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

計画期間の取組内容

(１)子どもの権利に関す
る広報

　子どもの権利について
の関心と理解を深めるた
めに、子どもの権利に関
する普及啓発事業等を市
と市民の協働のもとに行
います。
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(２)子どもの権利学習

　子どもの権利について
理解が深まるよう、学習
等を推進します。

③ 　親等による家庭
教育の支援、「子
どもの権利に関す
る週間」をはじめ
とする学校教育、
市民館での人権学
習等の社会教育に
より、子どもの権
利に関する意識の
普及等を推進しま
す。

７条

6
かわさき共生＊共育
プログラム

■目的・目標：子どもたちの豊かな人間関係をつくり、いじめ・不登校
の未然防止を図るための事業を実施します。

■事業概要：市内公立学校において、いじめ・不登校の未然防止とし
て、社会性を育成する「かわさき共生＊共育プログラム」を実施し、自
分や他者の人権の尊重について理解し、よりよい人間関係を築くための
方法やルールなどのスキルを学び、集団づくりを促進します。

　「かわさき共生＊共育プログラム」担当者に向けて、４月に書面開
催、８月にWeb会議システム（Zoom）での、研修を行いました。学
校からの要請等により、のべ１7回の研修を開催し、事業の啓発の継続
と広報に努めました。
　コロナウイルス感染症による臨時休業後の子どもたちの心のケアと同
時に、偏見や差別の問題、命の大切さについて考えることができるエク
ササイズを紹介しました。「個性の違いを認められる」ことや「自分を
表現し、その意見が尊重され、仲間と分かち合うことができる」等、子
どもの権利につながるエクササイズで、学校における児童生徒の社会性
の向上に向けた取組を支援しました。

　コロナウイルス感染症の拡大防止のため、学校からの要請
研修が少なく、新規採用職員に向けた具体的な研修も中止と
なってしまいました。エクササイズによる「子どもの権利に
関する条例」の紹介は継続していく必要があります。教職員
の理解を深め、人権意識を高めていくことが、子どもたちの
人権に関する理解につながると考えます。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

7
川崎市子ども会議
（権利学習）

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例の子どもへの理解促進
をめざします。

■事業概要：川崎市子どもの権利に関する条例に基づいて開催される川
崎市子ども会議において、条例や子どもの権利についての学習を支援し
ます。

　川崎市子ども会議では、条例の意見表明権（参加する権利）を具現化
するために、テーマを設定し子どもたち自らが活動を進めてきました。
子どもたちが意見を表明しやすい雰囲気を会議の中で醸成できるよう、
あらかじめサポーターを含め会議の内容や進め方について確認をして実
施しました。今年度は、南砺市で開催された「子どもの権利フォーラム
20２０」にオンラインで参加し、他都市の子どもたちとの交流を通し
て「子どもの権利」に対する理解や活動の様子についての情報交換をす
ることができました。

　今後の活動テーマと「子どもの権利」や「川崎市子どもの
権利に関する条例」との結びつきを意識した活動をしていく
ことが課題です。また「子どもの権利」についての理解が進
むような取組のありかたについて、サポーターと事務局がさ
らに連携して活動を進めていくための話し合いやサポーター
研修を行う必要があります。

3
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

8
家庭・地域教育学
級、家庭教育推進事
業

■目的・目標：子どもの健全な成長と子どもの権利の理解促進をめざし
ます。

■事業概要：教育文化会館や市民館及び学校において、子どもの理解や
親の役割及び家庭環境や社会環境をめぐる諸問題についての学習機会の
提供や啓発のためのイベント等を実施します。

　子どもの理解を深め、親や家庭の役割を考えるとともに、親同士の関
係作りを図る場である「ＰＴＡ家庭教育学級」の開催に向けた支援を行
い、５４校で開催しました。また、教育文化会館や市民館で「家庭・地
域教育学級」を開催しました。更に、企業等との連携による家庭教育事
業を実施しました。

　子どもの理解が深まり、親や家庭の役割を考えるきっかけ
になりました。子どもを理解するに当たっては、子どもに権
利があることを知ってもらうことを心がけました。
　家庭教育は全ての出発点であることから、既存事業に参加
できない家庭へのアプローチを続ける必要がありますが、新
型コロナウイルス感染症拡大により、各種学級の開催数が大
幅に減少しました。

4
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

9 平和・人権学習

■目的・目標：平和や人権の尊重、子どもの権利に関する理解促進をめ
ざします。

■事業概要：教育文化会館や市民館において、共に生きる地域社会の創
造をめざして、学習事業を実施します。

　平和・人権学習は、教育文化会館・市民館（地区館7館）において、
各館1事業(複数回の講座)以上を開催するものとしています。令和2年
度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、年度前半の事業実
施を見合わせていましたが、パーテーション設置等の対策を講じるとと
もに、講座規模の縮小（１コマの時間数を減等）やICT活用をするなど
工夫をしながら、令和２年度については５館で１事業２館で2事業、計
９事業(９講座)を開催し、延べ５１１名が参加しました。
　事業内容としては、障がい者、環境、戦争、ＬＧＢＴ、平和などの
テーマを取り上げました。

　子どもを含めた人権の尊重に関する学習を行い、共に生き
る地域社会の創造に務めました。子どもの権利条例の存在を
知ってもらい、子どもの人権について考えるような学習プロ
グラムを設けました。
　新型コロナウイルス感染症の影響により、講座の開催数が
令和元年度より減少しましたが、引き続き、平和や人権等に
関する様々なテーマを取り上げていく必要があります。

3
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

10 権利学習資料の作成

■目的・目標：学校における子どもの権利学習を推進します。

■事業概要：川崎市人権尊重教育推進会議(子どもの権利学習検討委員
会）の事業として、小学生版・中高校生版の「子どもの権利学習資料｣
を作成し、市内公立小学校と中学校及び教職員に配布して、子どもの権
利学習を推進します。

　川崎市人権尊重教育推進会議(子どもの権利学習検討委員会）の事業
として、小学生版「かがやき」「みんな輝いているかい」・中高校生版
「わたしもあなたも輝いて」の子どもの権利学習資料を作成し、市内公
立学校の小学１年生と５年生、中学１年生及び教職員に配付しました。
また検討委員会にて有識者及び学校代表者から出された意見を反映さ
せ、子どもの権利学習資料を活用しやすいように内容を改訂しました。

　子どもの権利学習検討委員会を年に１回開催し、有識者や
教職員から出された意見をもとに学習資料を見直しているた
め、現在の子どもの実態に合わせた取り組みやすいものにす
ることができています。
　権利学習に関しては、カリキュラム上どの時間で行うかが
明確ではないため、各学校での具体的な取組事例を更に伝え
ていく必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

11
子どもの権利に関す
る週間

■目的・目標：学校における子どもの権利学習を推進するとともに子ど
もの権利の理解を地域に広めていきます。

■事業概要：｢川崎市子どもの権利に関する週間」を中心に、学校にお
いては権利の学習を推進します。また、これらの取組を保護者や地域住
民に公開していきます。

　各学校において「子どもの権利に関する週間」を中心に権利学習を実
施できるよう、研修会にて指導資料の実践例を紹介する等、指導方法を
周知しました（年４回、延べ670人参加）。｢川崎市子どもの権利に関
する週間」を中心に、道徳、学級活動、共生＊共育プログラム等におい
て権利学習資料を活用した学習を実施することで、保護者や地域住民の
子どもの権利についての理解を深めました。

　各学校において「子どもの権利に関する週間」を中心に、
道徳、学級活動、共生＊共育プログラム等において権利学習
資料を活用した学習を実施することで、子どもだけでなく、
保護者、地域住民も子どもの権利についての理解を深めるこ
とができました。
　各学校において、取組状況に違いがあるため、今後も情報
共有を行い、さらに取り組みやすくするための検討が必要で
す。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室



第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和２年度進捗状況報告書

施策の方向Ⅰ　広報・啓発及び学習の支援並びに市民活動への支援 令和２年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
達成度＝1：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

推進施策
該当す
る条文

重点的
取組

№ 再掲 事業名 事業概要等 令和2年度実施状況 令和2年度の課題等
令和2年度
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

(２)子どもの権利学習

　子どもの権利について
理解が深まるよう、学習
等を推進します。

④ 　子どもの権利に
関する認識を深め
るため、学校や施
設の職員、行政職
員をはじめとする
子どもの権利保障
に関係する者に対
して、条例の意義
や権利保障のあり
方等についての研
修を行います。

７条

12
専門職員研修（障害
児）

■目的・目標：発達障害を含む障害やその疑いのある児童の特性につい
て知り適切な対応を行うために、学校や施設の職員、行政職員等に研修
を実施します。

■事業概要：障害児の自立、社会参加を促進するため研修を実施し、職
員の子どもの権利保障への意識高揚と資質向上を図り、利用者に対して
質の高いサービスの提供を促進します。

　令和2年度は、新型コロナウィルス感染症予防のため、教育関係、保
育園、乳児院、児童養護施設からの講師依頼がなく、令和３年２月に予
定されていた市民向け講座が中止になるなど、研修会の実施困難な状況
でした。例年、他機関と共同で企画している「発達障害対応力向上研
修」は、開催方法に配慮しながら３回実施しました。
　児童相談所や関係機関に対して、依頼に応じて、障害児やその疑いの
ある児童の評価の仕方、特徴の捉え方および具体的支援方法について、
リハ職（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）の視点から資料を作成
してわかりやすく伝えました。

　新型コロナウィルスの感染予防のため、研修会だけでなく
施設や学校に訪問して評価や助言をすることが困難でした。
資料配布や電話相談などで対応しましたが、実施方法につい
て今後検討が必要です。

3
健康福
祉局

総務・
判定課

13
公民保育所等園長職
員を対象とした研修
会の開催

■目的・目標：「子どもの権利に関する条例」における子どもの権利に
ついて公民保育所等施設長及び職員を対象に、意識の向上及び人権尊重
に基づいた保育活動の推進を図ります。

■事業概要：公民保育所等園長職員を対象に子どもの権利をテーマに研
修や情報交換を行い、子どもへの接し方について学ぶことで、言葉、態
度による暴力、虐待、差別の防止に努めます。

　民営保育園対象の保育士等のキャリアアップWEB研修でも子どもの
人権について考える内容を扱い、公立保育所職員もオープン参加するこ
とで、川崎市内の子ども関係施設のより多くの職員が研修を受講できる
ようにし、子どもの権利への関心を高めることができました。また、各
区で開催の保育所等施設長会議の中で、「子どもの権利」等に関する意
見交換や研修会を実施し、「子どもの権利条例等」知識を深めることが
できました。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止に対応しながら公民保
育所等施設長および職員を対象とした各種会議や研修、保育
士等キャリアアップ研修の機会を安定して確保することが課
題となりました。オンラインを積極的に活用し、より多くの
職員が研修を受講する機会を持ち、「子どもの権利に関する
条例」における子どもの権利に対する意識向上、人権尊重に
基づいた保育活動を推進しました。

3
こども
未来局

運営管
理課

14
保育園における職場
研修（子どもの権
利）

■目的・目標：「子どもの権利に関する条例」における子どもの権利に
ついて、職場内で意識の向上及び人権尊重に基づいた保育活動の推進を
図ります。

■事業概要：各保育所内において子どもの権利をテーマに職場研修を行
い、子どもへの接し方について学ぶことで、言葉、態度による暴力、虐
待、差別の防止に努めます。

　保育の中の人権をテーマに研修会を実施し、子どもの権利への関心を
高めることができました。子どもの権利について学ぶことで、保護者に
も配布物等を通じて子どもの守られる権利等について啓発の機会を持つ
ことができました。

　職場内で研修を実施し、子どもの権利への関心を高めると
ともに、保護者にも子どもの守られる権利等について伝える
機会を継続して持つことで、理解の促進を図ることができま
した。

3
こども
未来局

運営管
理課

15
保育園等における職
場研修（多文化）

■目的・目標：保育園等の子どもに関わる職員が多様な文化的背景を持
つ子ども・保護者との関わり等についての理解を深めるための研修を実
施し、職員の資質向上を図ります。

■事業概要：各保育園内において多様な文化的背景を持つ子どもの保育
をテーマに職場研修を行い、多文化保育についての理解を深めます。

　保育所等職員が多様な文化的背景を持つ子どもとその保護者に関する
学びを深めるとともに、様々な方法で職場研修等を行い、多文化保育に
ついての理解をさらに深めることができました。

　保育所等職員が多様な文化的背景を持つ子どもとその保護
者に関する学びを深めることで、園内の広報等にも変化がみ
られ、地域の子育て支援力の向上につながりました。

3
こども
未来局

運営管
理課

16
子育て支援関係者研
修

■目的・目標：地域の子育て中の親と子どもに関わる職員が子どもの権
利についてや人権尊重に基づいた支援についての理解を深め、職員の資
質向上を図ります。

■事業概要：子ども・子育て支援関係機関の職員等を対象に子どもの権
利に関する総合的支援に繋げるための研修会を実施します。

　研修内容に子どもの権利について考える場面を取り入れ、具体的な子
どもとのかかわりの場面における子どもへの言葉かけや子ども理解につ
いて振り返りを行うなど、地域の子育て中の親と子どもに関わる職員が
子どもの権利に関する学びを深めることで、地域の子育て支援力の向上
につながりました。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止に対応しながら、地域
の子育て中の親と子どもに関わる職員が、子どもの権利や人
権尊重に基づいた支援について理解を深め、職員の資質向上
を図ることができました。

3
こども
未来局

運営管
理課

17
乳児院、児童養護施
設等の職員への研修
支援

■目的・目標：施設に入所した児童がより高度な支援が受けられるよう
施設職員の技術と知識の向上を図ります。

■事業概要：児童養護施設等の職員が積極的に子どもの権利や子どもの
相談・救済に関して理解を深められるよう、職員を対象としたパンフ
レットの提供や研修等の情報提供を行います。

　児童養護施設等の職員が子どもの権利や子どもの相談・救済に関して
理解を深められるよう、行政や関係団体が主催する研修等の情報提供を
行いました。また、児童相談所との連絡会において児童の支援に関する
意見交換等を行うほか、適時、施設によって子どもの権利に関する研修
を実施しました。

　新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言の発出等、
施設への訪問が一時的にできなくなる等の期間があり、児童
相談所職員等が子どもに対して権利擁護等の関わりが十分に
できませんでした。そのため、施設職員にも権利擁護に関す
る説明等の時期が例年に比べ遅くなりました。
今後の感染状況の考慮やや感染対策を十分に行いながら、次
年度は早い段階で取組を進めていく必要があります。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課



第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和２年度進捗状況報告書

施策の方向Ⅰ　広報・啓発及び学習の支援並びに市民活動への支援 令和２年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
達成度＝1：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

推進施策
該当す
る条文

重点的
取組

№ 再掲 事業名 事業概要等 令和2年度実施状況 令和2年度の課題等
令和2年度
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

(２)子どもの権利学習

　子どもの権利について
理解が深まるよう、学習
等を推進します。

④ 　子どもの権利に
関する認識を深め
るため、学校や施
設の職員、行政職
員をはじめとする
子どもの権利保障
に関係する者に対
して、条例の意義
や権利保障のあり
方等についての研
修を行います。

７条

18 里親への研修

■目的・目標：委託された子どもが里親家庭で安心して暮らすことがで
きるよう、里親の資質、養育技術の向上を図ります。

■事業概要：支援を必要とする子どもを養育する里親に対し、里親認定
時の研修や一定期間経過後の継続研修など、段階に応じた研修を実施
し、子どもの権利に関する理解を深めます。

　里親認定時の研修を１８回、登録更新研修を１回、一定期間経過後の
継続研修を２回実施し、子どもの権利擁護に関する内容等について認識
を深める機会を持ちました。

　里親制度の更なる推進に向け、里親認定前の研修回数を増
やす等の対応が必要となり、研修内容の充実が求められてい
ます。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課

19
子どもに関わる職員
等への研修の実施

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例の第７条「市は、家庭
教育、学校教育及び社会教育の中で、子どもの権利についての学習が推
進されるよう必要な条件の整備に努める」と定められた条文を具現化す
るために、子どもに関わる職員等に対して研修を実施します。

■事業概要：学校や子どもに関わる施設・行政職員等に向けた研修等へ
の資料提供や講師派遣により、子どもの権利に関する意識を広めます。

　子どもの権利に関する条例の理解を深めることを中心とした内容で、
講師として直接出向いて広報・啓発を行いました。令和2年度から、特
に、各区の保育総合支援担当と連携し、保育園での園内研修新型コロナ
ウイルス感染症の影響により、研修の実施数は大幅に減少しました（延
べ4回170人）。
　直接講師として講話する以外にも、パンフレット等を提供しており、
延べ7,972部配布し、各施設内研修等で活用してもらいました。

　新型コロナウイルス感染症のことを踏まえ、今後はオンラ
インでの研修についても検討する必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

20
こども文化セン
ター・わくわくプラ
ザスタッフ研修

■目的・目標：指定管理者等の職員の子どもの権利についての理解を深
めます。

■事業概要：子どもの権利に関する施設職員向けの研修の実施や、指定
管理者等が研修を実施できるよう情報提供を行い、子どもの権利につい
ての認識を深めます。

　各指定管理者等に対し、子どもの権利条例の趣旨を踏まえた職員研修
に継続して取り組むよう指導・助言、情報提供を行いました。
    研修の実施状況として、市主催の資質向上研修の一環として、子ど
もの権利に関する研修を実施している他（施設関係職員94人が参
加）、その他運営法人が主催するこどもの権利に関する内部研修を実施
し認識を深めています。

　施設職員の資質向上に向け、今後も継続して各種情報提供
を行っていく必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

21
児童相談所等の職員
に対する子どもの権
利に係る研修

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例第7条第2項に基づき
児童相談所等職員に対する研修を行います。

■事業概要：児童相談所その他関係機関等職員へ子どもの権利擁護、児
童虐待等に関する研修を実施するとともに、関係機関への研修講師派遣
を実施します。

　児童相談所新任職員等研修（年1回・延べ３７人参加）にて子どもの
権利をテーマに研修を実施するとともに、関係機関等への研修講師派遣
を通じて、行政職員を中心に子どもの権利意識向上を図りました。

　児童相談所や区役所・支所等で児童家庭相談業務を行うに
あたり、基礎となる子どもの権利について研修の機会を設け
ることで、意識と業務の質の向上につながると考えられるた
め、研修を継続し、１人でも多くの職員に参加してもらえる
よう工夫していく必要があります。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

22

公民保育施設等職員
を対象とした研修会
の開催（こどもの権
利研修）

■目的・目標：区内保育施設の職員が川崎市子どもの権利条例の理解を
深め、子どもを尊重する保育と意識を高めることにより、資質向上を図
ります。

■事業概要：区内公民保育所等職員を対象に子どもの権利をテーマに研
修で事例検討を行い、子どもへの接し方について学ぶことで、言葉、態
度による暴力、虐待、差別の防止に努めます。

　子どもの権利についての出前講座は、要望のある保育施設に出向き実
施していますが、今年度は新型コロナウィルス感染症により、1回実施
しました。また、緊急事態宣言時には訪問の代わりに、自園で研修がで
きるように3施設に資料を送付しました。

　新型コロナウイルス感染症のため、例年実施してきた研修
や出前講座等が実施できませんでした。今後はコロナ禍でも
できる講座の検討が必要だと思われます。

3
こども
未来局

川崎区
保育・
子育て
支援セ
ンター

23

公民保育施設等職員
を対象とした研修会
の開催(こどもの権
利研修)

■目的・目標：区内保育施設の職員が川崎市子どもの権利条例の理解を
深め、子どもを尊重する保育と意識を高めることにより、資質向上を図
ります。

■事業概要：区内公民保育所等職員を対象に子どもの権利をテーマに研
修で事例検討を行い、子どもへの接し方について学ぶことで、言葉、態
度による暴力、虐待、差別の防止に努めます。

　宮前区の人材育成研修の一環で「事例検討研修」を開催しました。同
じ年齢を担当している公民の保育所・こども園の職員同士で、「子ども
の主体的な保育」をテーマに書面にて事例に対する意見交換をしまし
た。子どもの主体性を尊重した保育実践を検討する中で、子どもへの言
葉かけや関わり方等、子どもの権利を意識した保育を学び合いました。
１７園（０歳児に１５名、１歳児に１８名、２歳児に１９名、３歳児に
１５名、４・５歳児に２１名）８８名の参加がありました。

　新型コロナウイルス感染症の影響で集合しての研修や連絡
会ができませんでしたが、オンライン等を利用しながら様々
な研修や連絡会を通じて子どもの権利について意識し、保育
に反映していけるように取り組んでいく必要があります。

3
こども
未来局

宮前区
保育総
合支援
担当



第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和２年度進捗状況報告書

施策の方向Ⅰ　広報・啓発及び学習の支援並びに市民活動への支援 令和２年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
達成度＝1：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

推進施策
該当す
る条文

重点的
取組

№ 再掲 事業名 事業概要等 令和2年度実施状況 令和2年度の課題等
令和2年度
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

(２)子どもの権利学習

　子どもの権利について
理解が深まるよう、学習
等を推進します。

④ 　子どもの権利に
関する認識を深め
るため、学校や施
設の職員、行政職
員をはじめとする
子どもの権利保障
に関係する者に対
して、条例の意義
や権利保障のあり
方等についての研
修を行います。

７条

24

民間保育所等への訪
問や連絡会を通じた
子どもの権利啓発活
動

■目的・目標：保育施設職員や地域の子育て中の親と子どもに関わる職
員に対し、子どもの権利についての意識向上や人権尊重に基づいた保育
活動についての理解を深めるための支援を行います。

■事業概要：民間保育所等との連絡会や訪問などを通して、具体的な場
面を捉えながら「子どもの人権」を意識した子どもや保護者への関わり
について理解を深めます。

　コロナ禍において、連絡会等を通じての取組は行えませんでしたが、
民間保育園への出張講座の機会を捉えてワークシートを活用して、子ど
も一人一人を尊重した言葉かけや対応についての学びを共有し日常保育
で意識していくことの大切さを伝えました。
　民間保育所への訪問時には、保育の状況を確認しながら人権を意識し
た環境（着替えのスペースや食事場面等）に対して助言を行い、園長や
職員の意識向上につながるようにしました。

　新規開設園はもとより、施設長や職員の経験年数に応じて
課題を設定するなど、人権を意識した保育について確認・共
有する機会をつくっていく必要があります。
　それぞれの保育園の状況によって、課題やニーズが異なる
ため、状況に応じて訪問回数を増やす、連絡会や出張講座、
研修の案内等様々な機会を通じた支援を行っていく、などの
取組が必要になります。

3
こども
未来局

高津区
保育総
合支援
担当

25

小学校、幼稚園、公
民保育施設等職員を
対象とした研修会の
開催（こどもの権利
研修）

■目的・目標：区内保育施設の職員が川崎市子どもの権利条例の理解を
深め、子どもを尊重する保育と意識を高めることにより、資質向上を図
ります。

■事業概要：区内小学校、幼稚園、公民保育所等職員を対象に子どもの
権利をテーマに研修で事例検討を行い、子どもへの接し方について学ぶ
ことで、言葉、態度による暴力、虐待、差別の防止に努めます。

　区内保育施設の実務責任者である園長補佐が中心となって、「子ども
の人権を尊重する保育のために私たちが大切にしたいこと（自己評価
チェックリスト）」を作成しました。
　このチェックリストを配布することで、５８園８００人以上の職員一
人一人が日々の保育を振り返り、自己評価することで意識や資質・専門
性の向上を図り、園の保育内容の検討や研修の材料としても取り入れる
ことで、園全体の保育の充実や改善につなげる取り組みを行いました。

　新型コロナウイルスの感染が拡大するなかで、大人数での
集合形式の研修は当面困難と思われます。
　今後はZOOM等のオンラインによる、非対面形式での研修
会や録画した講義を配信するなどの新たな形での研修を検討
していきます。
　また、保育園だけでなく、小学校や幼稚園などの教職員に
も対象を広げていきたいと考えます。

3
こども
未来局

多摩区
保育総
合支援
担当

26
体罰防止についての
意識啓発

■目的・目標：人権に対する意識を向上させ、子どもの権利についての
理解を深めながら、体罰の防止を図ります。

■事業概要：市内全校の教職員を対象に、人権尊重教育の研修を実施し
ます。

　教職員が、児童生徒に対して体罰に頼らない指導や不適切な指導に対
する未然防止策として、冊子「一人ひとりの子どもを大切にする学校を
めざして〔11〕～体罰の根絶を目指して＜総集編＞～」を全教職員に
配付し、市立学校全校（17９校）で研修を行いました。
　また、児童生徒指導連絡会議において、児童支援コーディネーター及
び生徒指導担当者を対象に、一人ひとりの子どもを大切にした児童生徒
指導の推進をテーマとして協議を行いました。

　体罰に係る校内研修の実施について、各学校の実態に合わ
せて、計画的に研修を実施する必要があります。

3
教育委
員会事
務局

指導課

27
人権尊重教育推進担
当者研修

■目的・目標：子どもの権利条例及び子どもの権利についての理解を深
めるために研修会を実施します。

■事業概要：人権尊重教育を推進する担当教職員に対して実践報告会や
交流会などの研修を年４回実施し、権利の学習における効果的な指導方
法や学習資料の使用方法について学びます。

　人権尊重教育を推進する担当教職員に対して年4回、人権に関する講
話や実践報告などの研修を行いました。昨年度に引き続き、 学校全体
計画を作成し、校内での組織的な人権尊重教育の位置付けを図りまし
た。また、権利学習における効果的な指導方法や学習資料の使用方法
等、子どもの権利条例及び子どもの権利についての理解を深めました。

　人権尊重教育担当者研修においては、条例の趣旨、指導方
法の具体事例を伝えることで、子どもの権利学習を計画的に
推進し、具体的な取組について考えることができました。そ
れらを各学校に紹介し共有することで、子どもの権利の理解
の促進を図ることができました。
　各学校において、取組状況に違いがあるため、今後も情報
共有を行うなど、研修等において継続して周知をしていく必
要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

28
校長を対象とした研
修会の開催
（条例理解）

■目的・目標：学校における「川崎市子どもの権利に関する条例」につ
いての意識の向上及び人権尊重に基づいた教育活動の推進を図ります。

■事業概要：校長研修において、人権尊重教育を推進することの重要性
の認識を深めていきます。

　第３回の研修会において、子どもの権利を保障するために人権尊重教
育の動画を作成し、視聴期間を設けて各学校で視聴しました。「川崎市
子どもの権利に関する条例」についての内容、「性的マイノリティの人
権」に関する内容など、無意識にものの見方や捉え方に偏りが出てしま
うことの背景や学校と関連諸機関とのサポート体制について研修を行い
ました。また、日本語指導の必要な児童生徒について、日本語指導体制
の充実に向けた取組についての研修を行いました。
　「かわさき教育プラン」の基本政策Ⅱの「豊かな心の育成」を踏まえ
た内容を視聴することを通して、人権を尊重した教育を進めていくこと
の重要性の認識を深めました。

　「川崎市子どもの権利に関する条例」を含めた人権尊重教
育に関する内容は、学校の組織づくりをする校長として、子
どもの人権に関する理解を深める上でも毎年啓発していく必
要があります。

3
教育委
員会事
務局

カリ
キュラ
ムセン
ター

29
教職員研修（子ども
の権利）

■目的・目標：各学校での人権尊重教育の進め方、子どもの権利保障の
在り方について学び、指導能力の向上を図ります。

■事業概要：「子どもの心をひらく児童生徒指導研修」として、研修会
を実施します。

　本研修は夏期休業中の希望研修として１回のみ実施しておりました。
本年度はオリンピック・パラリンピックが開催されることや、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、参加者の接触を伴う参加体験型の本
研修については、研修を依頼している講師と検討し、実施いたしません
でした。

　参加体験を中心とした本研修ですが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止の観点から、研修内容・方法等の変更を視野
に入れて検討していく必要があります。

4
教育委
員会事
務局

カリ
キュラ
ムセン
ター



第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和２年度進捗状況報告書

施策の方向Ⅰ　広報・啓発及び学習の支援並びに市民活動への支援 令和２年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
達成度＝1：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

推進施策
該当す
る条文

重点的
取組

№ 再掲 事業名 事業概要等 令和2年度実施状況 令和2年度の課題等
令和2年度
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

(２)子どもの権利学習

　子どもの権利について
理解が深まるよう、学習
等を推進します。

④ 　子どもの権利に
関する認識を深め
るため、学校や施
設の職員、行政職
員をはじめとする
子どもの権利保障
に関係する者に対
して、条例の意義
や権利保障のあり
方等についての研
修を行います。

７条

30
教職員研修（多文化
共生）

■目的・目標：多様な文化背景をもつ子どもたちについての理解を深め
ます。

■事業概要：｢川崎市多文化共生社会推進指針｣に基づく施策と連携しな
がら、多様な文化背景をもつ子どもたちについての理解を深めるための
研修を実施します。

　帰国・外国人児童生徒教育担当者会を書面開催し、動画視聴や配布資
料を通して外国人児童生徒を取り巻く状況や日本語指導が必要な児童生
徒への支援についての研修を行いました。また、国際教室担当者や児童
支援コーディネーター研修等でも多様な文化的背景をもつ子どもたちに
ついての内容を取りあげ、理解を深めるとともに、国際教育・多文化共
生教育の推進についての研修を実施しました。

　帰国・外国人児童生徒教育担当者会をはじめ、国際教室担
当者、支援コーディネーター等の様々な研修の機会を通して
研修を実施し、多様な文化背景をもつ子どもたちについての
理解を深めることができました。
　外国につながりのある児童生徒の人数は大幅に増加してお
り、児童生徒理解を深めるとともに、多文化共生教育の推進
を図るべく研修等を実施していく必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

31
スクールカウンセ
ラー研修

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例の、子どもへの理解促
進をめざします。

■事業概要：川崎市子どもの権利に関する条例に基づいて開催される川
崎市子ども会議において、条例や子どもの権利についての学習を支援し
ます。

　スクールカウンセラー研修会をスクールソーシャルワーカーと合同で
年４回開催し、子どもの権利や子ども理解に関する研修を行うことで、
いじめの問題や不登校への対応等、子どもを取り巻く今日的な課題や対
応について理解を深め、児童生徒・保護者への教育相談活動の充実を図
りました。

　学校で行う教育相談活動の充実のために、子どもの権利や
子どもを取り巻く様々な課題について理解を深める等、教育
相談に関する研修を継続する必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

(３)市民活動団体との連
携・支援

　子どもの権利の保障に
努める市民及びＮPO等
の市民活動団体の活動に
対し、連携の促進等の支
援を行います。

⑤ 　川崎市子ども会
議や行政区・中学
校区子ども会議の
開催により、子ど
もの自主的な権利
学習を支援しま
す。

７条

32 ７
川崎市子ども会議
（権利学習）（再
掲）

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例の子どもへの理解促進
をめざします。

■事業概要：川崎市子どもの権利に関する条例に基づいて開催される川
崎市子ども会議において、条例や子どもの権利についての学習を支援し
ます。

　川崎市子ども会議では、条例の意見表明権（参加する権利）を具現化
するために、テーマを設定し子どもたち自らが活動を進めてきました。
子どもたちが意見を表明しやすい雰囲気を会議の中で醸成できるよう、
あらかじめサポーターを含め会議の内容や進め方について確認をして実
施しました。今年度は、南砺市で開催された「子どもの権利フォーラム
20２０」にオンラインで参加し、他都市の子どもたちとの交流を通し
て「子どもの権利」に対する理解や活動の様子についての情報交換をす
ることができました。

　今後の活動テーマと「子どもの権利」や「川崎市子どもの
権利に関する条例」との結びつきを意識した活動をしていく
ことが課題です。また「子どもの権利」についての理解が進
むような取組のありかたについて、サポーターと事務局がさ
らに連携して活動を進めていくための話し合いやサポーター
研修を行う必要があります。

3
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

33

地域教育会議（行政
区・中学校区子ども
会議への権利学習支
援）

■目的・目標：まちづくりや地域の活性化に子どもたちの意見を取り入
れることをめざします。

■事業概要：行政区・中学校区地域教育会議において、行政区・中学校
区子ども会議を開催し、文化・スポーツを通した子どもの交流を促進す
るほか、子どもの意見表明や権利学習を支援します。

　例年、７行政区子ども会議、５１中学校区子ども会議では、工夫をこ
らした多彩な活動を行っていますが、令和２年度については、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大に伴い緊急事態宣言が発出され、学校も臨時休
業となるなど、事業の企画や実施に大きな困難を伴いました。そのよう
な中でも、感染症対策を講じ、オンライン活用等の工夫により定例会等
を開催するほか、オンラインによる子ども会議を実施した事例もありま
した。また、市と行政区の子ども会議は、権利の日のつどいやかわさき
子ども集会等の企画を通して連携を意識した取組を行いました。

　コロナ禍におけるさまざまな困難においても、工夫を凝ら
しながら、「子どもの権利条例」の趣旨に基づき各行政区及
び中学校区で子ども会議を継続実施することで、子どもたち
はもちろん、活動を支える地域の大人にとっても子どもの権
利について認識する機会となりましたが、引き続き新型コロ
ナウイルス感染症に伴う新しい生活様式を踏まえた取組を検
討していく必要があります。

3
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

⑥ 　子どもに関わる
活動をしている市
民活動団体及び関
係機関による地域
のネットワークを
構築し、子育て関
連イベント等にお
ける連携を進めま
す。

８条

34
子育てグル－プ育成
事業

■目的・目標：子育て中の保護者が交流し、育児についての学習を通し
て、仲間づくりや保護者同士の育ちあいを促進し、地域の育児力の向上
を図ります。

■事業概要：地域子育て支援グループの支援を行うほか、既存の子育て
グループ支援として、研修会等を適宜実施します。

　子育てグループの活性化が図れるようグループの活動場所に出向き、
育児の学習、健康教育を実施しました。また、地域の実情に合わせ、区
役所の各担当部署が連携して、地域全体の子育てグループのネットワー
ク化に取り組みました。（開催回数58回、延べ参加者数550人）

　各地域のグループの特性や希望に合わせ、育児の学習講座
や健康教育を実施しましたが新型コロナウイルス感染症拡大
を受けて、開催回数、参加者数ともに例年より大幅に減少し
ました。
　今後も、感染症予防に配慮しながら、区役所の各部署と連
携し、地域全体の子育てグループのネットワーク化に取り組
む必要があります。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課

35
すくすく子育てボラ
ンティア事業

■目的・目標：地域の子育て支援体制の一貫として、子育てボランティ
アを支援することで地域の養育能力の向上を図ります。
■事業概要：地域で子育て支援の役割の一端を担える子育てボランティ
アの活動を支援する。また、各地域においてボランティアグループや子
育てグループ、関係機関等のネットワークを構築し、地域の育児力の向
上を図ります。

　すくすく子育てボランティアの養成により、乳幼児をもつ親等への支
援を更に充実させました。各区において、子育て支援に関わる機関やボ
ランティア等連絡会議やボランティアのためのスキルアップ研修会等を
開催し、親子を支える地域の連携を強化しました。（開催回数１３回、
延べ参加者数１９８人）

　すくすく子育てボランティアの養成及びボランティア連絡
会を実施し、母子を支える地域の連携を実施しましたが、新
型コロナウイルス感染症拡大を受けて、開催回数、参加者数
ともに例年より大幅に減少しました。
　今後も感染症予防に配慮しながら、区役所等で実施する子
育て家庭を支援する地域づくりに関わる事業との連携強化を
図る必要があります。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課
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達成度＝1：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った
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№ 再掲 事業名 事業概要等 令和2年度実施状況 令和2年度の課題等
令和2年度
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

(３)市民活動団体との連
携・支援

　子どもの権利の保障に
努める市民及びＮPO等
の市民活動団体の活動に
対し、連携の促進等の支
援を行います。

⑥ 　子どもに関わる
活動をしている市
民活動団体及び関
係機関による地域
のネットワークを
構築し、子育て関
連イベント等にお
ける連携を進めま
す。

８条

36
子どもの権利に関す
る学習等への支援

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例の第７条「市は、子ど
もによる子どもの権利についての自主的な学習等の取組に対し、必要な
支援に努めるものとする」と定められた条文を具現化するために、学習
等への支援を実施します。

■事業概要：市民や市民グループ等による学習会・研修会等への資料提
供や講師派遣により、子どもの権利に関する意識を広めます。

　市民団体が市民企画事業を実施する際、子どもの権利に関心の深い市
民や市民団体が自主的に研修等を実施する際等に、パンフレット等を提
供し、延べ7,972部配布し活用してもらいました。

　市民に対する講話の機会はあまり多くはなく、PTA等に講
師派遣の周知を積極的に行い、子どもの権利について広報・
啓発を進める必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

37
青少年関係団体活動
支援事業

■目的・目標：青少年団体の活動の活性化を図り、もって青少年の健全
育成を推進します。

■事業概要：川崎市青少年育成連盟（一般社団法人川崎市子ども会連
盟・日本ボーイスカウト川崎地区協議会・ガールスカウト川崎市連絡
会・川崎海洋少年団の４団体で構成）の活動を支援します。

　青少年育成連盟による中高生リーダー研修等の活動への支援、また、
連盟への助成や、市立小学校や青少年教育施設を通じて各団体の活動を
紹介するリーフレットや会報誌を年２回配布するなど、広報活動への支
援等により団体活動の活性化と団体相互の連携促進を図りました。

　青少年団体の構成員等の減少に伴い、青少年の健全育成を
推進する指導者等が不足している現状も踏まえ、コロナ禍に
おいても団体活動を積極的に支援する必要があります。ま
た、子どもやその保護者に団体活動への関心を持ってもらえ
るよう、市立小学校や青少年教育施設と連携し、団体への加
入促進に向けて広報活動を工夫する必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

38
川崎区こども総合支
援ネットワーク会議

■目的・目標：家庭と地域社会、関連施設及び団体相互の関係を深め、
子どもの豊かな育ちや学びを支えるネットワークの構築を目的として事
業を実施します。地域における効果的な子育て支援の実施に向けた子育
て支援関係団体間の連携を促進します。

■事業概要：区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク
会議等を開催し、情報共有と相互協力により連携を強化し、子ども・子
育て支援の推進を図ります。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク会議全体会
議を２回、課題別部会の「思春期問題対策部会」と「日本語を母国語と
しない子どもの支援部会」を各２回（計４回）、講演会を１回開催し、
情報共有と相互協力により連携を強化し、子ども・子育て支援の推進を
図ることができました。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため。講演会１回を中止としま
した。

　子ども及び子育てに関する問題は複合的な要因のものが多
く、本事業によるこども総合支援ネットワーク会議の運営を
通じて、子どもに関する諸事業を実施している機関等が、よ
り効果的かつ具体的に連携体制を構築できるよう取り組みま
す。
　また、コロナ禍においても関係団体・機関が情報を共有で
きるよう、オンラインによる会議や講演会の開催について検
討します。

3
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

39
幸区こども総合支援
ネットワーク会議

■目的・目標：幸区におけるこども支援及び関係機関等による情報交
換、相互協力等を推進します。

■事業概要：区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク
会議等を開催し、情報共有と相互協力により連携を強化し、子ども・子
育て支援を推進します。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関（3７団体）によるネットワー
ク会議を書面形式により2回開催し、情報共有を行いました。「こども
の地域包括ケア部会」では部会を書面形式により１回開催し、各団体の
コロナ禍での活動状況の情報共有を行いました。講演会について、「小
児科のぼくがかんがえる最高の子育て」というテーマで、対面形式とオ
ンライン方式のハイブリッド型で１回開催しました（会場参加24名、
Zoom参加47名）。

　会議の開催により、子どもに関わる団体・関係機関の連携
を深めることを築き上げてきましたが、コロナウイルス感染
症拡大防止のため、対面形式での会議開催ができず連携を構
築することがとても難しい1年でした。地域で活動する子育
てサークルも活動を中止せざるを得ない状況が続き、専門機
関との交流の機会も実施することができませんでした。今後
も、対面形式での実施は難しくなることを想定して、オンラ
イン形式などを取り入れた効果的な実施も検討していく必要
があります。講演会については、オンライン配信を行った結
果、会場には参加しずらい方々の参加があり、ハイブリッド
型で講演会を通じて市民向けの効果的な子育てに関する情報
提供を続けていく必要があります。

3
幸区役
所

地域ケ
ア推進
課

40
中原区総合子ども
ネットワーク会議

■目的・目標：子どもの健やかな成長を促すための環境の整備や仕組み
づくりを行うために開催します。

■事業概要：区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク
会議等を開催し、情報共有と相互協力により連携を強化し、子ども・子
育て支援の推進を図ります。

　区内の子育て・子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク会
議を書面にて開催し、各部会での活動状況や構成団体・機関の活動状況
について情報を共有しました。また、ネットワーク委員向けにコロナ禍
の子育て支援に関する研修会を対面及び録画視聴の形式で開催すること
で、課題意識を高め子ども・子育て支援の推進を図ることができまし
た。

　ネットワーク会議は４０以上の団体により構成されてお
り、従前のように一同に会してのワークショップ形式による
交流や情報交換を行うことが、コロナ禍の今困難になってい
ます。コロナ禍であっても、それぞれの課題や取り組み状況
を共有し、子どもや子育てに関する地域全体での課題認識が
できるよう、また関係機関の連携がスムーズになるよう、オ
ンライン会議等の新たな開催方式を取り入れる必要がありま
す。
　また、新たな担い手探しが大きな課題となっています。会
議に参加される方の高齢化もあり、年々参加者が減少傾向に
あります。区内で意欲的に活動されている団体や個人の方を
探し、新たな仲間づくりの必要性があると感じます。

3
中原区
役所

地域ケ
ア推進
課



第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和２年度進捗状況報告書

施策の方向Ⅰ　広報・啓発及び学習の支援並びに市民活動への支援 令和２年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
達成度＝1：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

推進施策
該当す
る条文

重点的
取組

№ 再掲 事業名 事業概要等 令和2年度実施状況 令和2年度の課題等
令和2年度
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

(３)市民活動団体との連
携・支援

　子どもの権利の保障に
努める市民及びＮPO等
の市民活動団体の活動に
対し、連携の促進等の支
援を行います。

⑥ 　子どもに関わる
活動をしている市
民活動団体及び関
係機関による地域
のネットワークを
構築し、子育て関
連イベント等にお
ける連携を進めま
す。

８条

41
子育てネットワーク
推進事業

■目的・目標：地域で支え合いながら子育てできる環境を向上します。

■事業概要：地域で支え合いながら子育てできる環境向上のため、地域
の関係機関や団体等が連携し、区内の子ども・子育て支援のネットワー
ク強化を図り、子育てしやすいまちづくりを推進します。子ども・子育
てネットワーク会議や転入者子育て交流会、講演会等を実施します。

　子ども・子育てネットワーク会議は、本会議３回（内１回は新型コロ
ナウイルスの影響で書類送付のみ）、情報部会２回（子育て情報ガイド
ブックの編集等）、子育てグループ支援部会2回（子育てグループの活
動上の課題把握等）、研修・企画部会２回（研修会の企画実施）、外部
向け講演会１回を開催しました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、子育てグループ交流会を中
止しました。転入者子育て交流会は、春の会は中止とし、秋に感染予防
対策を十分に講じたうえで規模を縮小し開催しました。

　新型コロナウイルスの影響で、中止や書類のみで実施せざ
るをえないこともありましたが、外部向け講演会は、感染症
対策を行った上で例年より広い会場で実施し、子育てに悩む
人や子育て支援者向けに講師から直接メッセージを伝えるこ
とができました。併せて、録画によるYoutubeでの配信を行
いました。今後も関係団体等と、より一層の連携を図り、継
続して実施する必要があります。

3
高津区
役所

地域ケ
ア推進
課

42
子ども支援ネット
ワーク事業（宮前
区）

■目的・目標：子育てを地域社会全体で支えるために、地域の関係者が
連携し、支援体制を強化するとともに、子ども・子育てに係る多様な問
題を解決・改善するために、団体間の連携やネットワークの強化を図り
ます。

■事業概要：子ども・子育てに関わる団体・機関の代表者で構成する子
ども・子育てネットワーク会議及び、未就学児に関する事項を扱う「子
育て支援関係者連絡会（こしれん）」を開催し、情報共有や相互協力を
図り、子ども・子育て支援の推進につなげます。

　子ども・子育てネットワーク会議１回、子育て支援関係者連絡会３回
を開催し、情報共有と相互協力により連携を強化することで、子ども・
子育て支援の推進を図りました。

　地域社会全体で子育てを支える観点から、子育てに関わる
区民・団体の取組について情報交換を行うとともに、連携し
て広報・啓発や情報発信を行うことにより、コロナ禍でも広
報効果を高められるよう検討を進めます。

3
宮前区
役所

地域ケ
ア推進
課

43
こども・子育て支援
地域連携事業

■目的・目標：多摩区で子ども・子育て支援に関わる様々な団体や関係
機関が子育て支援の現状や課題を共有・検討するネットワークづくりを
強化し、地域全体での子育て支援を推進します。

■事業概要：地域で子育て支援に関わる各活動が、目的や価値観を共有
するための「多摩区こども・子育て支援基本方針」をもとに、「多摩区
こども総合支援連携会議」や「たまっ子育成会議」を開催し、子育て支
援を現状や課題の共有や検討を進めて行きます。

　区内の子ども・子育てに関わる団体・関係機関による会議「多摩区こ
ども総合支援連携会議」を書面会議で開催しました。書面会議では、各
団体のコロナ禍における子ども・子育て関係活動の状況などを事前に回
答いただき、共有を行いました。
　また、「たまっ子育成会議」については、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため、中止いたしましたが、「子どもたちと共に 多様な人
たちが多様なままで いきいきと生きるために」をテーマに参加予定者
等を対象とした講演会を開催しました。当日の講演会については、当日
参加できない方むけに録画収録を実施しました。

　区内の子ども・子育て支援を実行力のあるものにするた
め、子ども・子育て支援に関わる団体や機関同士の関係づく
りをさらに進めていく必要があります。

3
多摩区
役所

地域ケ
ア推進
課

44
麻生区子ども関連
ネットワーク会議

■目的・目標：区における子ども関連団体、グループや関係機関の連携
を図り、子育てや子どもの育成を地域全体で支援することを目的・目標
としています。

■事業概要：区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク
会議等を開催し、情報共有と相互協力により連携を強めます。区民向け
の研修等を開催します。

　区内の子どもに関わる団体・関係機関によるネットワーク会議等を開
催し、意見交換するなど、情報共有と相互協力により連携を強化し、子
ども・子育て支援の推進を図ることができました。委員向けの研修とし
ては、「支援する子どもや親とのかかわり方を振り返る」講義を行いま
した。また、区内の子育て関連サークル等の講座をオンラインで実施
し、サークルを超えたZoomの活用に関する意見交換を行いました。

　子どもを取り巻く環境の変化に応じて、子どもに関わる団
体・関係機関や区民に必要な情報を提供する研修や講演等を
実施し、子ども・子育て支援を継続する必要があります。

3
麻生区
役所

地域ケ
ア推進
課

45
あさお子育てサポー
トほいくえん

■目的：区内各保育園・幼稚園・認定こども園が実施している育児相談
や遊びの場の提供等の地域子育て支援事業について、事業の広報や、地
域の親子とのつなぎ役として、事業を支援し、子育ての不安感・孤立
感・負担感の軽減を図ります。
　
■事業概要：案内ちらし及び月たよりの作成・配架。保育園・幼稚園・
認定こども園の地域支援広報誌の作成配布を行います。

　新型コロナ感染拡大防止のため、区内各保育園等での実施は減少して
いたが、実施している内容を広報していくようにしました。

　紙面を改良し、より見やすい広報にしていきます。 3
こども
未来局

麻生区
保育総
合支援
担当
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施策の方向Ⅰ　広報・啓発及び学習の支援並びに市民活動への支援 令和２年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
達成度＝1：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

推進施策
該当す
る条文

重点的
取組

№ 再掲 事業名 事業概要等 令和2年度実施状況 令和2年度の課題等
令和2年度
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

(３)市民活動団体との連
携・支援

　子どもの権利の保障に
努める市民及びＮPO等
の市民活動団体の活動に
対し、連携の促進等の支
援を行います。

⑥ 　子どもに関わる
活動をしている市
民活動団体及び関
係機関による地域
のネットワークを
構築し、子育て関
連イベント等にお
ける連携を進めま
す。

８条

46
かわさき区子育て
フェスタ

■目的・目標：暮らしやすく、子育てしやすい地域づくりを目指してか
わさき区子育てフェスタを実施します。子育てフェスタの参加者が、楽
しみながら子育てに関する情報を得たり、子育てを支援する側と出会う
ことにより、区内の子育て支援を円滑に推進します。

■事業概要：区内の子どもに関わる活動をしている市民活動団体等と連
携して、地域の子育て情報の提供及び交流の場となるようなイベントを
開催します。

　第１回実行委員会は書面会議で開催に向けて検討し,ましたが、。９
月の子育てフェスタは、コロナ感染症拡大予防対策のため、中止としま
した。
新たに、子育て支援関係機関の紹介チラシ「かわさき区子育て応援団」
を１３,５００部発行し、子育て情報の発信を行いました。

　コロナ禍においても関係団体・機関が情報を共有できるよ
うな会議方法、来場イベントの開催・SNS配信について検討
します。

3
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

47
みんなで子育てフェ
アさいわい

■目的・目標：子育て支援機関と連携し地域全体の交流を深め、誰もが
安心して暮らせる地域づくりを目指し、子育てフェアを開催します。

■事業概要：区内の子育て支援機関や団体が協力し、遊びや体験を通し
て親子が地域とふれあうことのできる機会として子育てフェアを開催し
ます。

　区内の子育て支援団体１８団体と連携し、みんなで子育てフェア部会
を4回開催しました。令和2年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止のため、人を集めてのイベント開催は回避し、15団体・企業の協賛
を得て、スタンプラリー方式で区内の子育て機関や公園などを親子で巡
るフェアを約1ヵ月半開催しました。例年より2.5倍の約2000名の参
加があり、参加満足度９５％と、参加者数と満足度の向上につながりま
した。

　地域で子育て家庭が孤立することのないよう、地域の子育
て支援団体と連携しながら、区全体で子育て家庭と地域がつ
ながるきっかけづくりの企画を作っていく必要があります。
また、フェアに関わる子育て支援団体が固定化されているた
め、新しい団体が参加できる工夫をしていく必要がありま
す。

3
幸区役
所

地域ケ
ア推進
課

48
子育て支援団体関係
交流会

■目的・目標：子育て支援団体等が交流することで情報の共有化や地域
における子育て支援の連携、拡充を図ります。また、地域における次世
代の担い手育成につなげます。

■事業概要：子育て支援団体交流会等を年１～２回開催し、地域におけ
る子育てグループの連携を進めます。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、交流会を開催することは
できませんでしたが、みんなで子育てフェアさいわいの実施において、
子育てサークルの紹介ポスターをスタンプスポットに掲示するなどし
て、情報の共有を図ることにつなげました。

　交流会の開催により、子どもに関わる団体・関係機関の連
携を深めることはできませんでしたが、今後も、対面形式で
の実施は難しくなることを想定して、オンライン形式などを
取り入れた効果的な実施も検討していく必要があります。

3
幸区役
所

地域ケ
ア推進
課

49
なかはら子ども未来
フェスタ

■目的・目標：区内の子どもに関する団体や機関が一堂に会し、情報交
換、交流の場を設けることによって、地域全体で連携して子どもを支援
するための一助とするために開催します。

■事業概要：区内の子どもとその親子を対象に、地域の子育て支援者等
との交流を目的・目標とした交流事業を年１回開催します。

　区民との協働により実行委員会を６回開催し、コロナ禍であっても
「地域全体で子育てを支援する風土づくり」という目的を達成するため
何ができるか検討を重ね、密を避けるため「子どもたちの作った大きな
作品展示」及び「区内の子育て支援施設・団体による子育て情報の発
信」を中心に開催しました。
　メイン作品は区内の子ども達による「海の仲間」のぬり絵を全長約２
０ｍの巨大なキャンバスに繋ぎ合わせてひとつの大きな作品を作成し、
区内の商業施設である「グランツリー武蔵小杉」に展示しました。子育
て情報の展示と併せて大変多くの方に中原区の子育て支援情報を知って
いただくことができました。
　また、メイン作品作成の過程では実行委員に加えて小学生～大学生の
ジュニアスタッフにも協力していただき、地域の多様な人材の連携を深
めることができました。

　従前のように区役所会場に大人数が集まるイベント開催は
困難な状況であるため、密を避けて乳幼児親子が安心して参
加できる開催方式を検討する必要があります。また、当日参
加してくれる団体は集まるものの、事前の企画運営から主体
的に関わってくれる人材が不足しており、企画段階からより
多くの地域の人材に関わっていただけるよう声かけを続ける
必要があります。

3
中原区
役所

地域ケ
ア推進
課

50
高津区子ども・子育
てフェスタ事業

■目的・目標：子どもを育てる力及び地域全体で子育てを支えている意
識を向上します。

■事業概要：子育て中の保護者や子育て支援に関心のある区民が、子ど
もと共に楽しく過ごしながら、関連する情報が得られる中で、子どもを
育てる力の向上を図ります。また地域の子育て支援機関や団体等及び関
係行政機関が協働し実施することで、地域全体で子育てを支えている意
識の向上を図ります。

　11月1４日（土）に第16回高津区子ども・子育てフェスタを開催。
乳幼児から小・中学生の子どもとその保護者を対象に、子育てグルー
プ、子育てを支援する団体・機関などを紹介する展示や催し物を開催し
ました。また、０歳からのコンサートを録画しYoutubeで配信しまし
た。新型コロナウイルス感染対策のため、事前申込で午前と午後の入替
制で実施し、来場者は４５０人でした。

　令和２年度で第１６回を迎え、高津区の子ども・子育てイ
ベントとして定着しており、今後も内容の充実をめざす必要
があります。地域の子育て支援機関や団体及びイベント出展
団体との協働により、地域全体で子育てを支えている意識の
向上を図ってまいります。

3
高津区
役所

地域ケ
ア推進
課



第6次川崎市子どもの権利に関する行動計画　令和２年度進捗状況報告書

施策の方向Ⅰ　広報・啓発及び学習の支援並びに市民活動への支援 令和２年度の達成度（１～５の５段階評価で入力）
達成度＝1：目標を大きく上回って達成　２：目標を上回って達成　３：ほぼ目標どおり　４：目標を下回った　５：目標を大きく下回った

推進施策
該当す
る条文

重点的
取組

№ 再掲 事業名 事業概要等 令和2年度実施状況 令和2年度の課題等
令和2年度
の達成度

所管局 所管課計画期間の取組内容

(３)市民活動団体との連
携・支援

　子どもの権利の保障に
努める市民及びＮPO等
の市民活動団体の活動に
対し、連携の促進等の支
援を行います。

⑥ 　子どもに関わる
活動をしている市
民活動団体及び関
係機関による地域
のネットワークを
構築し、子育て関
連イベント等にお
ける連携を進めま
す。

８条

51
みやまえ子育てフェ
スタ

■目的・目標：豊かな子育て環境を実現し、区内の子育てに関わる人々
の連携を図るとともに、子育てしながら地域の中で活躍する人材を育成
することを目的・目標とします。

■事業概要：乳幼児を持つ親たちとその関係者に向けた、子育てに関す
る情報発信と交流のためのイベントを当事者である子育て中の母親たち
が企画、運営します。

　10月24日（土）に宮前市民館で開催しました。今回のテーマは「つ
なごうこころとこころ」で、当日は約300人の来場者がありました。
新型コロナウイルス感染症対策として、プログラムの一部を10月12日
（月）、15日（木）、20日（火）に分散して実施したり、当日のイベ
ントを事前予約制にしたりする等の工夫を行うとともに、特設のホーム
ページ「子フェスタ広場」やＳＮＳを活用して子育てに関する情報発信
や交流の場の提供を行い、健全な子育て環境の実現に資することができ
ました。
　その他、会場ではパネル展示により子どもの権利保障に関する広報を
行いました。

　子育て世代が多いことから、引き続き、子育てに関する情
報発信と交流を行い、区内の子育てに関わる人々の連携を進
める必要があります。

3
宮前区
役所

生涯学
習支援
課

52
夏休み子どもあそび
ランド

■目的・目標：子どもたちに、居住地域を「ふるさと」として実感する
きっかけとしてもらうと同時に、「あそび」を通して様々な市民が交流
することで、多様で一体的な地域形成へ向けた一助とします。

■事業概要：子どもたちに、居住地域を「ふるさと」として実感する
きっかけとしてもらうと同時に、「あそび」を通して、遊びやゲームの
得意な地域の人たちが集まり、たくさんの遊びやゲームを子どもたちに
教え一緒に楽しむ夏休みのイベントを行い、地域のシニア、親子、中高
生、障がい者等、様々な市民が交流することで、多様で一体的な地域形
成へ向けた一助とします。

　8月23日（日）に宮前市民館全館を使って開催する予定でしたが、
企画運営委員会で協議した結果、新型コロナウイルス感染症対策のため
中止しました。
　代替イベントとして、当日は「夏休み子どもあそびランド特別企画
ホールで紙飛行機を飛ばしてみよう」を開催し、約200人の来場者が
ありました。多世代交流と夏休みの思い出づくりを目的に、地域のボラ
ンティアによる紙飛行機のワークショップと非日常空間である大ホール
での遊び体験を行い、地域で一体となって子どもの成長を支える地域コ
ミュニティの創造につなげることができました。

　地域のつながりづくりが求められていることから、引き続
き、多くの市民が交流し、多様で一体的な地域形成に向けて
事業を推進する必要があります。
　また、新型コロナウイルス感染症対策として、分散開催や
事前申込制等、来場者の集中を避けるための方策を検討する
必要があります。

3
宮前区
役所

生涯学
習支援
課

53
たまたま子育てまつ
り

■目的・目標：多摩区で子育て中の保護者が孤立せず、地域全体で子育
てを支えていく環境づくりと生涯学習の推進を目的・目標としていま
す。

■事業概要：子育て情報の発信や子育て中の親と関係団体との交流を目
的・目標にした「たまたま子育てまつり」を開催し、地域で連携して親
の子育てを支援します。

　多摩区総合庁舎での開催（年１回、９月第３日曜日開催）予定でした
が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため６月の実行委員会で中止決
定しました。
　市民と行政機関で構成された実行委員会を３回、参加団体説明会を１
回開催しました。

　参加者が多いため（令和元年度は4,000人来場）、安全面
や新型コロナウイルス感染症対策への工夫が必要です。

3
多摩区
役所

生涯学
習支援
課

54
あさお子育てフェス
タ

■目的・目標：多様な主体が集い、交流する機会を設け、区民に、支援
の情報収集や、親同士・世代間の交流の機会、親子で楽しむ催しなど、
地域で子育てを応援することを目的・目標としています。

■事業概要：子育て世代が子育てにおける不安や悩みを抱え孤立するこ
とのないように、行政と地域の子育て支援団体等が協働して「子育て
フェスタ」を開催し、必要な子育て情報を提供し、地域の団体とのつな
がり・子育て世代同士の交流の機会をつくり、日ごろのストレスや悩み
の解消につなげます。

　コロナ禍での実施に向け、予約制で人数制限をし、さらに各ブースの
催しも密にならない手法への変更を関係機関及び関係各課と検討を重ね
ましたが、対象である未就学児がソーシャルディスタンスを保つのが難
しく、マスク着用も難しいため、来場者の感染リスクを考え、令和２年
度は中止としました。

　未就学児対象のイベントのため、大人と異なりソーシャル
ディスタンスを厳密に守ってもらうことが難しかったです。
消毒やマスク着用等も難しい場合もあり、コロナ禍での実施
方法については、保育園等での日頃の感染対策等を参考にし
ていく必要があります。また子育て世代がメインターゲット
のため、ベビーカーで来る人が多いです。そのため通路を幅
広く確保したり、エレベーターへの誘導をわかりやすくする
ことが必要と考えます。ホームページ等で広報は行っている
が、なかなかまだ区民に認知度が低いため、今後は広報の幅
を広げ、展開していきたいです。

4
麻生区
役所

地域ケ
ア推進
課

55 ＰＴＡ活動への支援

■目的・目標：子どもの健やかな成長を支えるＰＴＡ活動の支援をめざ
します。

■事業概要：ＰＴＡ活動の更なる活性化を図るために、研修の開催等の
支援を行い、連携を強化していきます。

　ＰＴＡ活動における各委員会の役割を考え、他校との情報交換を行う
研修会を各区で開催し、延べ５４７名が参加しました。

　ＰＴＡ活動への理解を深め、各学校でのＰＴＡ活動を支援
するすることができました。「子どもの権利」に関連して：
題材として取り上げなかったが、常に意識をして取り組みま
した。
　ＰＴＡ役員は単年度で交代していくため、継続して支援を
行う必要がありますが、新型コロナウイルス感染症拡大によ
り、活動研修の開催数が大幅に減少しました。

3
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課


