
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Ⅱ　個別の支援 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

⑦ 　国籍や文化の違
い等により差別や
不利益を受けるこ
とがないよう、や
さしい日本語を用
いた情報発信や、
外国人の親等に向
けた各種相談・支
援事業を行いま
す。

16条

56
「そなえる。かわさ
き」やさしい日本語
版

■目的・目標：防災啓発冊子「備える。かわさき」について、小学生に
向けて防災知識の普及啓発を図るために、難しい言葉や専門的用語を簡
単な言葉に置き換えた「やさしい日本語」による防災啓発広報紙を配布
します。

■事業概要：やさしい日本語は、本来日本語が得意でない方向けのもの
ですが、小学校低学年への防災啓発のために、難しい言葉や専門的用語
を簡単な言葉に置き換えた「やさしい日本語」版を活用しています。

　危機管理室及び各区役所危機管理担当の窓口を中心に、配架及び配布
を行いました。

　新型コロナウイルス感染症により、防災イベントやぼうさ
い出前講座で配布・直接説明する機会が少なくなっていま
す。

3
総務企
画局

危機管
理室

57 外国人市民施策事業

■目的・目標：国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、すべて
の人が互いに認め合う多文化共生社会の実現に向けた取組を進めます。

■事業概要：川崎市多文化共生社会推進指針に基づき、外国人市民に関
わる施策等を体系的かつ総合的に推進し、国籍や文化の違い等により差
別や不利益をうけることがないように努めます。また、施策の進捗状況
調査を定期的に実施し、施策の検証・評価を行います。

　川崎市多文化共生社会推進指針に基づく各所管課の施策の実施状況調
査を行うとともに、川崎市多文化共生社会推進協議会で施策の進行状況
について評価を行いました。

　川崎市多文化共生社会推進指針に基づく施策の実施状況結
果を踏まえ、川崎市多文化共生社会推進協議会の中で、「日
本語指導」及び「学習支援」について、担当課へのヒアリン
グによる現状把握と、今後の課題について審議を行いまし
た。
　川崎市多文化共生社会推進指針に基づく施策の実施状況調
査と施策の検証・評価を継続して実施するとともに、外国人
市民の増加や外国人市民を取り巻く環境の変化を踏まえ、指
針の改訂についても検討する必要があります。

3
市民文
化局

多文化
共生推
進課

58
多文化・多言語に配
慮した情報提供（保
育園）

■目的・目標：多文化・多言語に配慮した保育の情報提供・情報共有を
行うことで、国籍等にかかわらず、子どもの置かれている状況に応じて
相談や保育支援を受けられる環境作りを推進します。

■事業概要：保護者向けのたよりにルビを振るほか、日本語を読むこと
が困難な保護者に対しては、個別に説明することにより、外国籍等の保
護者に対して、必要な情報の提供を行います。

　保育園だより等にルビを振ることや、やさしい日本語で表記し、読み
やすくなるように工夫しました。また、日本語を読むことができない保
護者に対しては個別に説明を行うなどし、外国籍等の保護者に対する情
報提供の工夫に努めました。
　この他、保護者との連絡ノートを平仮名やローマ字で記載するなど、
日頃の取組を推進しました。

　保育園からの様々なお便りにルビを振ることや、やさしい
日本語で標記、読みやすくなるような工夫、わかりやすい説
明を行う等を常に行い、外国籍等の保護者が保育の情報を得
ることで、相談や保育支援を受けられる環境作りを整えるこ
とができました。

3
こども
未来局

運営管
理課

59
在日外国人母子保健
サービス支援事業

■目的・目標：外国籍の母子が日本人母子と同様に母子保健サービスが
受けられ、安心して育児ができるように支援します。

■事業概要：各区保健福祉センターにおいて外国語版母子健康手帳の配
布、通訳ボランティアの派遣、外国籍親子育児教室を実施します。

　各区役所において外国語版母子健康手帳を副読本として、日本語を母
語としない妊婦に配布しました。川崎区では妊娠届提出時に外国人支援
団体が開催する日本語教室の案内を配布しました。
　各種母子保健事業開催にあたり、必要時に通訳ボランティアの派遣を
行いました。

　引き続き、乳幼児健康診査等の事業に安心して来所できる
よう、必要書類の外国語版を整備する必要があります。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課

60
川崎区子ども支援機
関通訳・翻訳支援事
業

■目的・目標：日本語に不慣れな子どもや保護者が言葉が通じないこと
が原因で、適切な支援を受けることができずに孤立することを防止する
ため、通訳及び翻訳を実施します。年々増加する利用件数に対し、関係
機関との情報共有や対応策の検討を行いながら、通訳及び翻訳を実施し
ます。

■事業概要：子ども支援関係機関において通訳や翻訳の必要が生じた場
合に、地域の人材を活用して通訳の派遣や翻訳を行います。

　子ども支援関係機関からの申請に基づき、通訳及び翻訳を２３８件実
施し、日本語に不慣れな子どもや保護者等を支援し、子どもや保護者の
孤立を防止しました。

　新型コロナウイルス感染拡大の影響が見られましたが、近
年はベトナム、ネパール、インドネシア等の東南アジアや中
国を中心に区内在住の外国人市民が増加しており、年齢構成
についても２０～３０歳代と乳幼児の割合が高い状況がある
ため、本事業のニーズの増加とともに本事業の必要性が高
まっています。通訳・翻訳協力者の人材発掘と併せて、関係
機関との情報共有や対応策の検討を行い、支援の充実を図る
必要があります。

3
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

61
日本語に不慣れな小
中学生学習支援事業

■目的・目標：日本語に不慣れな小中学生が学校生活や地域生活に適応
し、健全で安心に過ごすための取組を推進します。

■事業概要：区に住む渡日して3年ぐらいまでの、外国につながる小中
学生を対象として週2回、教育文化会館や桜本地域で、日本語・学習サ
ポートを含む交流の場を提供します。

　外国につながる小中学生を対象として、桜本地域において、新型コロ
ナウイルス感染症対策を講じながら、小学生教室（週1回程度、3９
回）、中学生教室（週2回程度、85回）を実施し、日本語・学習サ
ポート、交流を含む居場所づくりを行いました。また、家庭や学校で課
題を抱えるケースについて、適宜協働事業者との情報共有を行い、関係
各課や学校との連携を図り、孤立を防ぐための取組につなげました。

　全庁的な放課後学習支援の取組の動向を注視しながら、外
国につながる小中学生が健全で安心な生活を送れるよう、日
本語能力の習得や基礎学習の支援、孤立を防ぐための居場所
づくりについて、継続実施する必要があります。また、家庭
や学校で課題を抱えるケースが多い状況があるため、引き続
き適宜協働事業者との情報共有を行いながら、関係各課や学
校と連携し、孤立を防ぐための取組につなげる必要がありま
す。

3
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

計画期間の取組内容

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等を
原因又は理由とした差別や
不利益を受けることがない
よう、子どもの置かれてい
る 状況に応じ、必要な支
援を行うよう努めます。
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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

⑦ 　国籍や文化の違
い等により差別や
不利益を受けるこ
とがないよう、や
さしい日本語を用
いた情報発信や、
外国人の親等に向
けた各種相談・支
援事業を行いま
す。

16条

62
外国籍等子ども学習
支援事業

■目的・目標：地域教育資源を活用した教育活動を推進します。

■事業概要：外国籍等の児童・生徒に対して学校の要請に基づき授業や
放課後の中で個別指導を行い、長期休業（夏休み等）時は麻生区内の公
共施設で区内の希望者を対象とした集団指導を行うなど、学習が遅れが
ちな外国籍等の児童・生徒に対する学習支援を行います。

　令和２年度については、６月までの臨時休校期間中、１月以降の緊急
事態宣言の出ていた期間を除き、小学生１３名、中学生５名の学習支援
を、それぞれの在籍している学校に出向いて実施しましたが、長期休業
期間を利用した集団指導等はコロナ感染拡大防止のため、やむなく中止
しました。各小・中学校と連携しつつ、新しい生活様式に配慮した、き
め細やかな支援を実施しました。

　地域に根差した支援を継続してきたことや、市政だよりや
校長会等で広報を重ねてきたことで、新たに支援者として当
該事業に参加するボランティアもあり、対象児童生徒への支
援も増えてきました。
　当該事業が認識されて支援を受ける児童生徒数が増加傾向
にありますが、そのニーズに対応するため、さらなる支援員
の自己研鑽のための研修会、勉強会の実施や、事務経費の有
効な活用、新型コロナ感染拡大防止対策への配慮等、効果的
に当該事業が実施できるよう取り組みます。

3
麻生区
役所

学校・
地域連
携担当

63
多文化・多言語に配
慮した情報提供（学
校）

■目的・目標：市立学校に在籍する児童生徒が言語による不利益を受け
ることがないように努めるための取組を行います。

■事業概要：市内全校種の学校で、学校便りを始めとする家庭向けの印
刷物にルビをふることを呼びかけます。また、必要な学校等に通訳機器
を配置して児童生徒及び保護者への情報提供を支援するとともに、保護
者面談等の場面では委託により通訳者を配置します。また、日本の学校
制度や就学手続などを多言語で説明するハンドブックを作成し、配布し
ます。

　きめ細やかな対応の一つとして、日本語の理解に困難さを抱える保護
者のために、学校からのお知らせ文にルビをふったり、多言語化したり
した文書を、校務用ＰＣに掲載しています。
　また、情報提供やコミュニケーションを支援するため、通訳機器を学
校等に136台配置しました。
　また、小学校や中学校に就学する外国籍の子どもがいる保護者に、日
本の学校制度の説明や就学にかかわる手続き等の説明を掲載した「外国
人保護者用就学ハンドブック」を作成し、配布しました。（９か国語）
　さらに、新型コロナウイルスにかかる一斉休校等の情報を、英語、中
国語及びやさしい日本語で教育委員会のHPに掲載しました。

　通訳機器の配置により、学校における児童生徒及び保護者
との言語による不利益が大きく改善しました。また、小学校
や中学校に就学する外国籍の子どもがいる保護者に、「外国
人保護者用就学ハンドブック」を配付し、日本の学校制度や
就学にかかわる手続き等について伝えることができました。
また、タイ語、ネパール語も翻訳し、全部で９言語に対応が
できるようになりました。
　日本語が困難な児童生徒及び保護者が増加しており、通訳
機器を含めた言語面での支援の強化が求められています。ハ
ンドブックの内容に関しては、毎年見直しをしていますが、
より分かりやすくするために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

64
日本語指導初期支援
員の配置

■目的・目標：日本語指導が必要な児童生徒のために、初期の日本語習
得及び学校生活への適応などの支援をします。

■事業概要：日本語指導の必要な帰国・外国人児童生徒に日本語指導初
期支援員を派遣します。

　各区教育担当や教育政策室、学校で教育相談を実施し、日本語指導の
初期段階や学習支援、学校生活の適応を支援するために、業務委託によ
り日本語指導初期支援員の配置を開始しました。令和2年度は168件の
新規配置を実施しました。

　仕様や契約手法を精査してより効率的かつ安定的な支援に
つながるよう改善しながら継続します。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

⑧ 　性別による差別
や不利益を受ける
ことがないよう、
男女共同参画や性
的マイノリティに
関する学習を支援
し、各種相談事業
とその広報を行い
ます。

16条

65
性的マイノリティ人
権関連事業

■目的・目標：川崎市人権施策推進基本計画「人権かわさきイニシアチ
ブ」に基づき、性的マイノリティの人々の人権が尊重され、一人ひとり
が尊厳を持って自分らしく生きられるよう取組を進めます。

■事業概要：「性的指向」や「性自認」についてのお悩みをはじめとす
る性的マイノリティについて人権意識の普及活動や支援活動を推進しま
す。また、健康福祉局精神保健福祉センター、こども未来局児童家庭支
援・虐待対策室こども家庭センター、教育委員会教育相談センター等の
性同一性障害に関わる相談機関との連絡・調整を行います。

（人権意識の普及活動）
　川崎市人権施策推進基本計画「人権かわさきイニシアチブ」に基づき
1２月から２月にかけて、「企業向け『ＬＧＢＴセミナー』」を３回連
続講座として開催し、企業関係者など延べ３９人が参加しました。１回
目は基礎講座として「ＳＯＧＩと顧客対応」をテーマとして、２回目、
３回目はゲストスピーカをお招きして、企業の顧客対応や労務管理に焦
点を当てた内容としました。
　11月に開催した「かわさき人権フェア２０２０」においても、性的
マイノリティに関するパネル展示を行うとともに、関連団体のリーフ
レット等を配布しました。特に、性的指向や性自認に関して悩んでいる
中学・高校生などが適切な相談機関につながるよう、展示方法等を工夫
しました。
（連絡・調整）
　人権・男女共同参画推進連絡会議幹事会性的マイノリティ専門部会に
ついて、「ＬＧＢＴへの理解　職場における配慮とハラスメント・アウ
ティングの防止」をテーマとした研修を兼ねた形式で年１回開催しまし
た。

　令和２年７月に「川崎市パートナーシップ宣誓制度」を創
設しており、同制度の周知等も含め、今後も引き続き、研修
やイベント等の場において、パネル展示や、関連団体のリー
フレット等の配布を行い、より効果的な啓発、広報の手法に
ついて検討してまいります。また、人権・男女共同参画推進
連絡会議幹事会性的マイノリティ専門部会を通じて、引き続
き、関係部署と性的マイノリティに関わる相談機関との連
絡・調整を密に行ってまいります。

3
市民文
化局

人権・
男女共
同参画
室

66

川崎市人権啓発オン
ライン上映＆トーク
ショー「PEOPLE
DESIGN
CINEMA　　２０
２１」

■目的・目標：上記６５の具体的な取組として、映画上映等を通じて、
市民に対して性的マイノリティに対する誤解や偏見をなくし、正しい理
解を広めるよう取り組みます。

■事業概要：映画の上映及び当事者を含むトークショー、さらには当事
者・家族・支援者による「情報共有ルーム」等を通じて、LGBTをはじ
めとする性的マイノリティを身近に感じ、理解を深め、お互いを尊重し
合える機会とします。特に中学生・高校生の参加を促進します。

　例年、映画館での開催としていましたが、新型コロナウイルス感染症
の感染防止の観点から、令和２年度は全てオンラインでの開催とし、３
月に「川崎市人権啓発オンライン上映＆トークショー『PEOPLE
DESIGN　CINEMA　２０２１』」を開催し、性的マイノリティを
テーマとしたやオンライン映画上映やオンライン「トークショー」、事
者・家族・支援者によるオンライン「情報共有ルーム」を実施しまし
た。オンライン映画上映は８１人、オンライン「トークショー」は６３
人、オンライン「情報共有ルーム」は１７人の申し込みがありました。
　「情報共有ルーム」は、４回目の実施となりますが、今回は２０代か
ら７０代までの幅広い世代のさまざまな属性の方々に参加していただき
ました。
　周知に際しては、関連団体のネットワークを積極的に活用し、悩んで
いる当事者に直接情報が伝わるように工夫したほか、上映する映画も高
校を舞台としたものを取り上げるなど、中学・高校生の参加のしやすさ
に配慮しました。「情報共有ルーム」には、関係団体方に参加依頼をす
るなどの対応をしました。

　令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状
況を受けて、当該イベントの開催可否や開催手法等の検討に
時間を要したため、周知期間を十分に取ることができず、例
年に比べ申し込みが少なくなりました。また、映画の内容や
開催時間など、中高生が参加しやすいよう工夫したものの、
アンケート回答者の中には１０代の参加者がいなかったこと
から、当該イベントの周知・広報については、十分な申込期
間を取ることや、広報の手法等についても工夫しながら行っ
ていく必要があると考えます。
　今後も、性的マイノリティに対する誤解や偏見をなくし、
正しい理解を広めていくため、引き続き、取組を進めてまい
ります。

3
市民文
化局

人権・
男女共
同参画
室

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等を
原因又は理由とした差別や
不利益を受けることがない
よう、子どもの置かれてい
る 状況に応じ、必要な支
援を行うよう努めます。
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施策の方向Ⅱ　個別の支援 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

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等を
原因又は理由とした差別や
不利益を受けることがない
よう、子どもの置かれてい
る 状況に応じ、必要な支
援を行うよう努めます。

⑧ 　性別による差別
や不利益を受ける
ことがないよう、
男女共同参画や性
的マイノリティに
関する学習を支援
し、各種相談事業
とその広報を行い
ます。

16条

67
イベントにおける人
権関連ブースの出展

■目的・目標：上記６５の具体的な取組として、市内で開催されるイベ
ントにおいて人権関連ブースを出展し、性的マイノリティをはじめとす
る様々な人権課題について、正しい理解を広めるよう取り組みます。

■事業概要：「性的指向」や「性自認」についてのお悩みに関する相談
窓口をはじめとする性的マイノリティに関する施策や関係団体の情報を
紹介するほか、子どもの権利を含めた様々な人権課題についての啓発や
相談窓口の案内などを行います。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、例年、４月及び１１月
に開催されていた市内の祭りが中止となったため、人権ブースを出展す
ることができませんでした。

　今後も引き続き、理解を進めるための啓発、広報を継続
し、より効果的な啓発、広報の手法について検討を行ってま
いります。

4
市民文
化局

人権・
男女共
同参画
室

68
男女平等教育参考資
料の作成

■目的・目標：性別役割分担意識のまだ少ない小学生を対象として、
「男らしく女らしく」ではなく、「自分らしく」生きることが大切であ
ることに気づくための手助けとします。

■事業概要：男女平等教育の参考となる冊子等を作成・配布し、学校教
育における男女共同参画に関する教育を推進します。

　男女平等教育参考資料「自分らしくかがやく」を作成し、市内小学生
を対象に１３，８５０部配布しました。あわせて教員用に「活用の手引
き」を配布し、学校教育において男女平等教育実践の視点等の周知に努
めました。配布時期を男女平等推進週間（６月２３日から６月２９日ま
で）に合わせ資料の配布を６月に実施しました。性別にとらわれずに一
人ひとりがかがやくことの大切さについて、イラストを用いて啓発でき
ました。

　資料をより良いものにするためにはより多くのアンケート
を回収する必要があります。年々回収率が低下しているた
め、アンケートの回収方法について検討する必要がありま
す。

3
市民文
化局

人権・
男女共
同参画
室

69 思春期精神保健相談

■目的・目標：思春期の精神保健に関する相談、親支援、関係機関支援
を行います。

■事業概要：概ね16歳以上の思春期の精神保健に関する電話相談、家
族向けセミナー等を行います。また事例検討会、思春期従事者学習会の
開催を通して、多くの思春期相談機関との連携強化を図ります。

　思春期精神保健に関する電話相談を通年受けました。また、関係機関
職員に向けて事例検討および医療相談会を年6回、思春期電話相談スー
パーバイズ研修を年4回、電話相談従事者研修会を年２回、その他コン
サルテーション等を適宜実施しました。子ども本人はもちろんのこと、
そのご家族や関係機関にも支援を行うことで、子どもの心の健康の維持
促進あるいは回復を行いました。令和２年度は、新型コロナウィルス感
染症拡大予防のため、集合研修となる家族向けセミナーは十分な感染予
防策をした開催は難しいと判断し、行いませんでした。

　組織再編のため、令和３年度以降の思春期相談の担当部署
及び業務内容の見直しを行いました。

3
健康福
祉局

こころ
の健康
課

70 健全母性育成事業

■目的・目標：思春期特有の医学的問題や、性や心の問題等に関する不
安や悩みに対する相談に応じることで、母性保健知識等の普及・啓発を
図ります。

■事業概要：各区保健福祉センターにおいて、思春期の男女及びその保
護者を対象に思春期特有の心やからだ、性に関することや性感染症等に
対し個別相談を行います。市内の学校等に対して集団指導を実施しま
す。

　地域みまもり支援センターにおいて性を含めた心や身体の健康につい
て面接や電話による個別相談を随時実施しました。
　また小、中、高校、特別支援学校等において、集団指導による健康教
育や、講師を招き講演会を実施しました。講演会のテーマとして、命の
大切さや性的マイノリティ、デートＤＶ等に関する内容を扱うことで、
子どもが自分や相手の命や性を尊重するための意識啓発を行いました。

　今後も各区における電話・面接での相談の周知を図るとと
もに、集団健康教育を効果的に実施していくことで、地域み
まもり支援センターが思春期の心や体、性に関して相談でき
る場だということを生徒に向けて周知し、性に関する正しい
知識の普及を図る必要があります。
　また、集団指導においては引き続き実施する対象に合わ
せ、効果的な集団指導となるよう、学校・施設や講師との調
整を綿密に行い実施する必要があります。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課

71
性同一性障害などに
悩む児童生徒への対
応

■目的・目標：教職員が性的マイノリティの人権課題に対して、正しい
知識を得て、理解を深めるための取組を行います。

■事業概要：性的マイノリティの人権課題に関する教職員を対象とした
研修を行います。また、悩みを抱えた児童生徒や保護者への対応に向け
た学校への支援を図ります。

   各学校の人権尊重教育推進担当者研修、ライフステージに応じた教職
員研修（初任者、２校目異動者、中堅職員、１５年経験者、教頭、校
長）、学校からの要請研修において、性的マイノリティのに関わる人権
課題について理解を深めるとともに、性同一性障害などに悩む児童生徒
が安心して学校生活を送ることができるよう、具体的な支援のあり方に
ついて周知を図りました。
　実際に悩みを抱えている児童生徒に対して、関係機関と連携し、学校
訪問をし、継続して支援を行いました。

　ライフステージに応じた研修や担当者研修において、性的
マイノリティの児童生徒の悩みや具体的な対応について話を
することで理解が深まり、教職員の意識の向上につながりま
した。校内で性的マイノリティの人権についての研修が実施
されるようになったことや、子どもが理解するなど、性的マ
イノリティの児童生徒が安心して学校生活が過ごせるような
支援体制づくりが進んできました。
　性的マイノリティの児童生徒の悩みが直接的に見えづらい
ため、日々の生活において、何気ない大人の言動が子どもの
心に大きく影響することがあります。教職員や保護者の意識
改革は継続して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
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施策の方向Ⅱ　個別の支援 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

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等
を原因又は理由とした差
別や不利益を受けること
がないよう、子どもの置
かれている 状況に応
じ、必要な支援を行うよ
う努めます。

⑨ 　身体障害や知的
障害、発達障害等
による差別や不利
益を受けることが
ないよう、障害の
ある子どもや親等
に対する相談事業
や社会参加に向け
た支援等を行いま
す。

16条

72
地域療育センターに
おける相談事業

■目的・目標：０歳から１８歳までの障害及び障害の疑いのある児童と
その家族について、相談・診察・評価・訓練及び全般的な支援を行いま
す。

■事業概要：関係機関と連携をとりながら、相談、診察等の総合的療育
サービスを展開し、子どもに沿った援助を総合的に行います。

　指定管理者に運営を委託している中央療育センター、南部・北部地域
療育センターの適切な運営を継続するとともに、民設の川崎西部地域療
育センターと合わせ市内４か所の療育センターで障害及び障害の疑いの
あるお子さんについて適切な評価に基づく、総合的な療育・支援を行い
ました。

　総合的な療育サービスを展開し、子どもの障害特性に沿っ
た支援を行いました。引き続き、子どもの障害特性に応じた
一層の総合的な療育サービスの提供に努めてまいります。ま
た、相談数の増加によって支援までの待機期間が出ているこ
とから、療育センターの役割や機能を再確認し、障害のある
お子さんが円滑に支援が受けられるような支援体制を構築し
ていくことが必要です。

3
健康福
祉局

障害計
画課

73

地域での生活を支援
するための障害福祉
サービス（在宅支
援）

■目的・目標：障害を持ったこどもが豊かな地域生活を送れるよう、法
に基づいたサービスを提供します。

■事業概要：障害者総合支援法等に基づくサービス提供を通じて、障害
を持ったこどもも豊かな地域生活を送れるように支援します。

　市内在住の障害のある中高生の放課後や夏休み等の長期休暇中におい
て、放課後等デイサービス等で障害特性に応じた支援を継続して実施し
ました。

  利用実績の伸びに応じた給付費等の増額が必要となってい
きます。
　義務的な経費であるため、利用実績の伸びに応じて増額が
必要であるため、対応してまいります。

3
健康福
祉局

障害福
祉課

74
ふれあいー障害福祉
の案内ー

■目的・目標：川崎市内の障害サービスに係る情報や相談機関の連絡先
等の情報提供を行います。

■事業概要：川崎市内にお住まいの障害者（児）やその家族の方々が利
用できる各福祉制度の概要や援護・相談などの窓口を案内します。

　市民への障害福祉サービス等の情報提供のため、各区地域みまもり支
援センター等で配布する冊子１２，０００冊を作成しました。また、視
覚障害者等へ配慮するため、掲載内容をホームページ上で公開し、点字
版等を作成しました。

　引き続き冊子・点字版の作成を行い、状況に応じた障害福
祉サービス等の情報を市内にお住まいの方々へ提供してまい
ります。

3
健康福
祉局

障害計
画課

75
障害児施設の設置・
運営

■目的・目標：障害特性に応じた療育等の支援を行います。

■事業概要：南・北・西部地域療育センター、中央療育センター、ソレ
イユ川崎などの施設を設置・運営します。

　障害児施設における障害特性に応じた療育等の支援を実施しました。
障害児の処遇向上、施設運営の健全化を図るための障害児施設給付費、
措置費、処遇改善費を支出しました。

  利用実績の伸びに応じた給付費等の増額が必要となってい
きます。
　義務的な経費であるため、障害児施設や事業の利用実績の
伸びに応じて増額が必要であるため、対応してまいります。

3
健康福
祉局

障害福
祉課

76
発達障害者支援セン
ター事業

■目的・目標：発達障害児者に対する支援を行う地域の拠点として、本
人及び家族等からの相談に応じ、適切な指導及び助言を行うとともに、
関係機関との連携を強化し、地域における支援体制の整備を促進しま
す。

■事業概要：発達障害児者やその家族に対する専門相談、発達障害児者
を支援する関係職員への研修や市民への普及啓発を行います。また、関
係者で構成される発達障害者支援地域連絡調整会議を開催し、情報交換
等を行います。

　発達相談支援センターにおいて、子どもの発達障害に関わる一般的な
相談の他、医療相談や就労相談等を実施しました。
　また、子どもの発達等の支援を行う関係機関職員向け研修として、幼
稚園・保育所等職員向けに発達相談支援コーディネーター養成研修を実
施しました。市民への普及啓発講座として、発達障がい応援キャラバン
（一部、緊急事態宣言中に予定していた講座は中止）、市民講座「発達
障害児の子育てのコツ」をテーマに実施しました。
　発達障害支援地域連絡調整会議を令和３年3月に書面開催し、発達障
害児・者支援に関する取組や課題等の共有を行いました。

　発達相談支援センターにおける相談支援については、コロ
ナ禍が今後も続く可能性を考慮し、様々な状況に対応できる
事業実施方法を検討していく必要があります。また、子ども
の発達障害に関する相談は増加傾向にあるため、今後も引き
続き関係機関職員に向けた研修や市民向けの啓発講座を実施
するとともに、地域における支援体制の充実に向けた取組を
進めていく必要があります。

3
健康福
祉局

障害計
画課
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施策の方向Ⅱ　個別の支援 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

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等
を原因又は理由とした差
別や不利益を受けること
がないよう、子どもの置
かれている 状況に応
じ、必要な支援を行うよ
う努めます。

⑨ 　身体障害や知的
障害、発達障害等
による差別や不利
益を受けることが
ないよう、障害の
ある子どもや親等
に対する相談事業
や社会参加に向け
た支援等を行いま
す。

16条

77 発達相談支援教室

■目的・目標：精神発達面に課題があると思われる幼児や、親子関係、
養育環境等の改善が必要な親子に対し、適切な支援を提供します。

■事業概要：集団での親子遊びや保護者同士の交流、学習等を通じて、
幼児の健全な発育発達を促すような働きかけを行い養育を支援します。

　臨床心理士の発達に関する講話、言語聴覚士の言葉に関する講話、体
育指導員、保育士による親子体操や遊びを通して幼児の健全な発育発達
を促す事業等を展開し必要に応じて他事業とも連携させながら継続的に
支援を実施しました。

　発育発達に不安を持つ親子が増えていることや対象年齢の
幅が広がってきているため、参加対象、内容について検討し
つつ、今後も遊びや食生活、生活リズム等の大切さを学習す
る発達相談支援教室の充実を図っ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

78
わくわくプラザ事業
(障害児対応）

■目的・目標：障害のある子どもが活動しやすくなるよう環境整備を進
めるとともに、学校との連携を図り、子ども同士の交流を促進します。

■事業概要：職員の子どもの権利に関する認識を向上させ、障害等によ
る差別や不利益を受けることなく利用できるよう、学校や地域と連携を
図り、適切に対応します。

　学校や地域と連携を図り、児童にとって利用しやすく過ごしやすい施
設にするとともに、障害のある子どもへの支援を適切に行いました。
  具体的には、支援級に通学する児童の対応として、学校との情報交換
を図るとともに、わくわくプラザでの生活や家庭の様子について保護者
とコミュニケーションをとったり、利用方法などの相談を行い利用児童
に寄り添った対応を行っています。その他、施設職員を対象にした市主
催の資質向上研修や運営法人が独自に実施する障害児の対応をテーマに
した研修を実施することで職員のスキルアップを図っています。

　引き続き必要な支援を適切に行い、子どもの権利が守られ
るよう対応していく必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

79 統合保育

■目的・目標：障害の有無を理由として差別や不利益を受けることがな
いよう、保育所・家庭や地域等における子どもの権利保障に必要な支援
を行います。

■事業概要：障害のある子どもも含めて全ての子どもがともに過ごす中
で互いに理解しあい、支えあう保育所等での活動を支援し、統合保育を
充実します。

　研修や巡回支援の実施、他機関との連携を図り、インクルーシブ保育
を充実させました。

　障害の有無を理由として差別や不利益を受けることがない
よう、障害や特性のある子どもも含めて全ての子どもがとも
に過ごす中で互いに理解しあい、育ちあう保育所等での子ど
もの権利保障に必要な支援を行いました。

3
こども
未来局

運営管
理課

80
子どもの発達支援事
業（幸区）

■目的・目標：「新しい環境になじみにくい」「乱暴」「じっとしてい
られない」「こだわりが強い」など、集団への適応に心配のある児童を
養育している保護者が集まり、養育上の大変さや悩みを共有するととも
に、講座を通して適切な養育の方法について学び、児の健全な成長発達
を促します。

■事業概要：発達に課題・心配のある子どもを持つ保護者、子どもとの
関わりに悩みを抱えている保護者が、子どもとの向き合い方や子どもの
力を伸ばすかかわりを学ぶ講座を開催します。

 　以下のテーマで子どもの発達学習会を開催しました。
　こどもの遊びと発達（感覚統合を知ろう）を年4回（9月25日16
名、10月23日18名、11月27日14名。1月29日24名参加）開催し
ました。延べ参加者は、母35人、父2人、児35人の計72人でした。
また、講師を依頼し、「ことばの発達について・感覚統合」を年４回実
施しました。同室保育も実施しました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年よりも回数を減らし感
染対策を行ったうえで実施しました。

　新型コロナウイルス感染拡大のため例年よりも回数、内容
を制限しての開催となりましたが、切れ目のない継続的な支
援体制として、①児の発達評価、支援の方向性づけと関係機
関へのつなぎの適切化、②保護者の育児不安や児への関わり
方に対する丁寧な支援や療育への動機づけが行え、③地区担
当との連動性を持った支援を行うことができました。
　虐待に至るハイリスクの一つとして、こどもの発達課題が
挙がることから、今後も継続した取組が必要ですが、市の発
達支援のあり方の検討と並行して区の事業実施について検討
を行っていきます。

3
幸区役
所

地域支
援課

81
子どもの発達支援事
業（中原区）

■目的・目標： 発達に何らかの課題がある子どもとその保護者が地域の
中で安心して生活できるよう、発達課題の理解を深めるための情報提供
や保護者同士の相互支援の推進、課題解決に向けての検討等を行うこと
で、発達支援活動の向上を図ることを目的とする。

■事業概要：　子どもの発達支援に関わる関係機関・団体が情報や課題
を共有・検討し、「切れ目のない支援」の構築を図ります。また発達に
課題をもつ就学前・就学後の子どもの保護者を対象とした交流会（保護
者セミナー・保護者ミーティング）の開催により、保護者の子どもへの
対応スキル向上をめざすとともに、保護者相互支援を推進します。

　子どもの発達に係る相談や支援、活動を行う関係機関や団体による
「発達支援検討会」を書面会議にて実施しました。検討会が発足して１
０年を迎え、これまでの活動を振り返るとともに、「顔の見える関係」
を維持し連携を深めていくことの重要性を再確認しました。また保護者
セミナー・保護者ミーティングを各々全５回開催しました。参加者から
は「気づきが得られた」「励まされた」「悩みが分かち合えた」など感
想をいただき、子どもへの理解を深めたり対応を学ぶ場となっていま
す。

　発達に課題のある子どもについて認知が広がり、相談機関
が増えるなど発達支援を取り巻く環境が変化しています。発
達支援に関する課題もや保護者の不安も多様化しているた
め、保護者への支援が大切です。

3
中原区
役所

地域支
援課

82
幼児の発達支援事業
（多摩）

■目的・目標：幼児の健康の保持増進及び発達への支援を行い、同時に
虐待予防を図ることにより子どもの権利を保障します。

■事業概要：　「言葉が遅い」、「多動落ち着きが無い」、「こだわり
が強い」など精神及び社会性の発達に関する不安や、育てにくさを感じ
ている幼児と保護者に対し、子どもの発達を促す支援と保護者の育児不
安や負担の軽減を図るように支援します。

　1歳半健診後のフォローとして2歳児までの親子を対象としたグルー
プ（年９回）と3歳児までの親子を対象としたグループ（年９回）を実
施した。参加前後にアンケートを導入し、子どもの変化を把握しフォ
ローを実施しました。個々の保護者の関わり方を助言し集団支援と個別
支援を行い、子どもへの発達支援と保護者の育児負担の軽減を行いまし
た。また、今年度は新型コロナウイルス感染症防止に配慮しながら安全
に実施しました。

　今後も引き続き、発達に関する不安や、育てにくさを感じ
ている幼児と保護者に対し、子どもの発達を促す支援と保護
者の育児不安や負担の軽減を図るように支援します。

3
多摩区
役所

地域支
援課



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Ⅱ　個別の支援 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

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等
を原因又は理由とした差
別や不利益を受けること
がないよう、子どもの置
かれている 状況に応
じ、必要な支援を行うよ
う努めます。

⑨ 　身体障害や知的
障害、発達障害等
による差別や不利
益を受けることが
ないよう、障害の
ある子どもや親等
に対する相談事業
や社会参加に向け
た支援等を行いま
す。

16条

83 精神衛生外来診療

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例第16条に定める個別
の必要に応じて支援を受ける権利により、発達障害等の症状のある子ど
もにカウンセリングを実施します。

■事業概要： 発達障害、自閉症、不登校などの心身症症状を呈する子
どもに対し、カウンセリングを行い症状の緩和をめざします。

　令和２年４月から令和３年３月までの１年間で延べ85人（月平均７
人）のカウンセリングを行いました。

　コロナウイルス感染症の影響はなかったが、対応する医師
が安定確保できていないため、なかなか新規患者を受け入れ
られない状況が生じています。十分な対応が行えるよう、医
師の確保に向け引き続き努力していきます。

3 病院局

川崎病
院事務
局庶務
課

84

通常の学級児童生徒
と特別支援学級・特
別支援学校児童生徒
の相互交流

■目的・目標：交流及び共同学習の促進を図ります。

■事業概要：一人ひとりの教育的ニーズに応じて、特別支援学級在籍児
童生徒と通常の学級の児童生徒との交流、特別支援学校と地域の学校と
の交流、あるいは特別支援学校に在籍している児童生徒と居住地の学校
の児童生徒との交流を推進します。

　市立の小中学校で特別支援学級を設置している学校は小中学校を合わ
せて165校であり、小中学校内で行われる障害のある児童生徒と障害
のない児童生徒との交流及び共同学習を継続的に実施しています。
　また、川崎市域の特別支援学校に在籍する児童生徒と居住地の学校の
児童生徒との間で行われる交流及び学校間交流については、対象となる
特別支援学校７校で居住地交流を希望する児童生徒に一人当たり年間３
回程度実施しています。令和2年度においては、新型コロナウイルス感
染症の影響で、例年と比較し実施校数等が少なく、地域の小学校10
校、中学校3校と交流を行い、13名が参加したところです。小中学校
内で行われる交流及び共同学習、また特別支援学校の居住地交流の内容
については、個々の教育的ニーズに応じ各教科の学習や学校行事に参加
している状況が報告されています。

　川崎市域の特別支援学校に在籍する児童生徒と居住地の学
校の児童生徒との間で行われる居住地交流や学校間交流につ
いては、引き続き取組を推進する必要があります。
　今後も障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶこ
とができるインクルーシブ教育システムの構築と、各学校に
おける交流及び共同学習並びに特別支援学校の居住地交流の
充実を図り、計画的・継続的に実施できるようその必要性に
ついても周知してまいります。

3
教育委
員会事
務局

指導課

85
心の健康相談支援事
業

■目的・目標：児童生徒の心の健康問題に対処するために、医学面も含
めた学校への支援体制を充実させます。

■事業概要：心の健康に起因する問題について、精神科医等による面接
相談を実施するほか、精神科医等を派遣しての学校で面接相談を実施し
ます。また、相談事例に基づいた研修会等を行い、心の健康問題への啓
発活動を実施します。

　学校からの要請に基づき、精神科医等を学校に派遣し、面接相談を実
施しました。研修会については、新型lコロナウイルス感染症の影響の
ため、中止といたしました。

　令和２年度に実施できなかった研修会については、今後の
新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえながら、令和
３年度の実施方法について検討してまいります。

3
教育委
員会事
務局

健康教
育課

86
特別支援教育体制充
実事業

■目的・目標： 川崎市立の小・中学校及び高等学校の通常の学級に在
籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に対する、学校としての
支援体制の整備、充実を図るために、特別支援教育体制充実事業を実施
します。

■事業概要：川崎市立の小･中学校及び高等学校の通常の学級に在籍す
るＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉症等の児童生徒に対する理解を促進し、
学校としての特別支援教育体制の充実を図ります。

　校内支援体制の構築を目的として、「特別支援教育コーディネーター
連絡会議」を年４回開催しました。発達障害等のある児童生徒への支援
について、学校種に応じた課題の共有及び今年度の重点目標等について
提案を行いました。また、新しくコーディネーターを担当する教員に対
して、校種別に「コーディネーター養成研修」を実施しました。
　小中学校の支援が必要な児童生徒について、各学校で作成している個
別の指導計画を活用しながら、巡回相談員が見立てや支援方法などの
コーディネーターや学級担任に助言を行う巡回相談を実施しました。ま
た、高等学校の支援が必要な生徒については、高等学校支援員が学級担
任やコーディネーターへの助言、本人・保護者へのフィードバック、個
別の指導計画の作成支援や関係機関への適切なつなぎなどを行いまし
た。

　近年、放課後等デイサービスや保育所等訪問支援を利用す
る児童生徒が増加している。学校が関係機関とよりよい連携
を行うために、連携の好事例を収集するとともに、連携上の
課題を整理していく必要があります。

3
教育委
員会事
務局

特別支
援教育
セン
ター

⑩ 　児童養護施設等
に入所する子ども
への子どもの権利
ノートの配布等、
権利保障の仕組み
づくりや、不登校
の子どもへの家庭
訪問や適応指導教
室等を実施しま
す。

16条

87
児童養護施設等に入
所する子どもの権利
ノート活用

■目的・目標：施設措置児童に「子どもの権利ノート」を配布すること
で相談しやすい環境を整備し、児童の権利擁護を図ります。

■事業概要：５県市（神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀
市）合同で、児童向けに「子どもの権利ノート」を作成・配布し、措置
児童の権利擁護を図ります。

　各児童相談所を通して市内施設へ「子どもの権利ノート」を配布し説
明を行いました。

　子どもの権利ノートの存在を認識し、必要な時に活用して
もらえるよう、さらなる周知や具体的な説明が必要です。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課
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施策の方向Ⅱ　個別の支援 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

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等
を原因又は理由とした差
別や不利益を受けること
がないよう、子どもの置
かれている 状況に応
じ、必要な支援を行うよ
う努めます。

⑩ 　児童養護施設等
に入所する子ども
への子どもの権利
ノートの配布等、
権利保障の仕組み
づくりや、不登校
の子どもへの家庭
訪問や適応指導教
室等を実施しま
す。

16条

88
里親家庭用｢子ども
の権利ノート」

■目的・目標：里親委託児童に「子どもの権利ノート」を配布すること
で相談しやすい環境を整備し、児童の権利擁護を図ります。

■事業概要：５県市（神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀
市）合同で、里親家庭で養育される児童向けに「子どもの権利ノート」
を作成・配布し、委託児童の権利擁護を図ります。J34:J35

　里親に委託した児童に対し「子どもの権利ノート」を配布し説明を行
いました。

　子どもの権利ノートの存在を認識し、必要な時に活用して
もらえるよう、さらなる周知や具体的な説明が必要です。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課

89
児童養護施設等での
啓発活動、情報提供
等

■目的・目標：施設入所児童がより安心して暮らせるよう支援し、施設
職員の知識向上を図ります。

■事業概要：施設内における子どもの権利を保障するため、施設におい
て子どもの声を拾い上げる仕組みの整備や、職員の資質向上を図る研修
等が実施されるよう必要な情報提供や支援等を行います。

　各施設内においてそれぞれ権利意識の醸成に関する研修等を開催し、
職員の育成に努めました。

　新型コロナウイルスの影響により、行政として、施設への
訪問回数等が減り、子どもの権利等に関する内容を伝える機
会が例年に比べ少なくなった。しかしながら、新たに入所す
る児童は毎年一定数おり、施設職員も異動等により交代する
ことがあるため、子どもを守り、安心、安全に生活ができる
よう、定期的に職員に対しても動機づけ、意識付けの機会と
して情報提供等を行っていく必要がある。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課

90
子ども夢パーク事業
（不登校児童生徒居
場所事業）

■目的・目標：不登校となった児童生徒等が安心して過ごせる環境づく
りを目指します。

■事業概要：学校や家庭・地域の中に居場所を見い出せない子ども一人
ひとりが、安心して過ごせる居場所をつくり、多様に育ち学ぶことを支
援します。

　フリースペースえんにおいて、居場所を見いだせない子どもに安心し
て過ごせる居場所を提供し、保護者とともに子どもたちの多様な学びを
支援しました。子どもの参画の下、さまざまな企画や講座を開催したほ
か、個別学習支援等をとおして不登校となった児童生徒等が安心して過
ごせる環境づくりを実施しました。

　コロナ禍においても、不登校となった児童生徒等が安心し
て過ごせる環境づくりに努める必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

91
ＤＶ被害者の子ども
への支援

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例第20条に基づき、Ｄ
Ｖ被害者の子どもに対する支援を実施します。

■事業概要：子どもの目の前で行われるＤＶは児童虐待であり、ＤＶが
行われている家庭の子どもも被害者であると捉え、特別な支援が必要な
場合には、児童相談所等関係機関と連携を図り適切に対応します。

　ＤＶ被害者の子どもに関しても、身体的、心理的な虐待が疑われる場
合などリスクが高いケースについては、児童相談所等と連携を図り適切
に対応しました。

　毎年職員の異動がある中で、関係機関職員の理解や対応の
水準を維持、向上できるよう、会議や研修を通して周知や連
携の強化を継続的に行っ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

92
児童相談所一時保護
所における学習支援

■目的・目標：川崎市子どもの権利に関する条例第21条に基づき、児
童相談所一時保護所における学習支援を実施します。

■事業概要：一時保護所においての児童の学習をする権利の確保を目的
として、教員免許を持った学習専門指導員（会計年度任用職員）を配置
し学習室等において児童へ学習支援を行います。

　一時保護所入所児童へ学習専門指導員により、学齢や能力に応じた学
習支援を実施し、入所児童の学習する権利の保障に努めました。

　児童相談所に一時保護されている児童の学習権を保障する
ため、教員免許を持った学習専門指導員を配置し、各個人の
年齢や能力に合わせた学習支援をすることができました。
課題としては学習用パソコンの利用ができないことや、受験
期の児童の目標や希望に応じた手厚い支援が充分でないこと
です。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

93
児童相談所等で生活
している子どもへの
情報提供等

■目的・目標：児童相談所一時保護所や施設入所をしている子どもへ子
どもの権利に関する情報提供を行います。

■事業概要：施設入所等を行う子どもに対して、相談体制等の情報提供
を行うために、子どもの権利ノートを配布し、子どもの権利についての
周知を図ります。

　一時保護所や施設入所中児童への相談支援のほか、施設等入所時に子
どもの権利ノートを配布し、子どもの権利についての情報提供を図りま
した。

　施設等入所時に子どもの権利ノートを配布し子どもの権利
について情報提供をしています。また、継続して入所してい
る児童については年に１回、児童福祉司から児童へ子どもの
権利ノー
トについて説明をする機会を作っています。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
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Ⅱ　個別の支援 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

(４)個別の必要に応じた
支援
　国籍や、性別、障害等を
原因又は理由とした差別や
不利益を受けることがない
よう、子どもの置かれてい
る 状況に応じ、必要な支
援を行うよう努めます。

⑩ 　児童養護施設等
に入所する子ども
への子どもの権利
ノートの配布等、
権利保障の仕組み
づくりや、不登校
の子どもへの家庭
訪問や適応指導教
室等を実施しま
す。

16条

94
思春期問題対策事業
（こどもサポート旭
町）

■目的・目標：不登校等の子ども及びその保護者の孤立を防ぎ、社会参
加を支援します。不登校等の子どもたちの孤立を防ぎ、社会参加を支援
し、学校への復帰や進学等将来への展望につなげます。
　
■事業概要：不登校、ひきこもりなどの子どもとその保護者が安心して
利用することができるフリースペース「こどもサポート旭町」を開催
し、学校や社会生活への参加を支援します。

　不登校、ひきこもりなどの子どもとその保護者が安心して利用するこ
とができるフリースペース「こどもサポート旭町」を週４回開室し、子
ども一人ひとりに適した社会参加を促すことができました。また、不登
校等の子どもをもつ保護者のための学習会として、「不登校保護者の
会」を懇談会、講演会、個別面談の形式で年３回行い、子どもへの理解
や親子の孤立防止に貢献しました。

　利用者数や相談数の増加が続く中、「こどもサポート旭
町」の利用者が安全にサービスを受けられる運営体制の構築
について、指導員体制の充実を含めた検証・検討が求められ
ます。地理的に旭町まで通いづらい地域に居住する児童生徒
に対する支援や、課題を抱える高校生の居場所づくりも課題
であり、区での取組を検討しながら、関係各課、関係機関と
の連携を行い、支援の充実を進めます。また、新型コロナウ
イルスの影響により「こどもサポート旭町」が閉室となった
時期があったことから、コロナ禍における不登校等の子ども
たちの支援について、方法や体制を検討します。

3
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

95 不登校対策連携会議

■目的・目標：不登校対策に関わる施設や関係機関が連携することで、
不登校の子どもへの支援の充実を図ります。

■事業概要：不登校対策に関わる施設や関係機関との連携会議を開催
し、情報交換等を行い連携を深め、不登校の未然防止、早期解決に向け
取り組みます。また不登校相談会の実施や、進路情報説明会を実施し、
不登校の子どもにも進路などの必要な情報が得られるよう支援を行いま
す。

　コロナウイルス感染拡大防止のため、第一回目の会議を中止し、第２
回目の会議は書面開催としました。コロナ禍の不登校にかかわる各関係
機関・施設との情報交換を通して、各機関・施設で行えることや連携し
て取り組めることなどについて意見交換を行い、不登校の子どもへの支
援の充実を図りました。
　また、相談会・進路情報説明会では、コロナ禍での開催となったた
め、例年よりも少ない135名の来場者があり、参加した子どもたち、
保護者に必要な情報提供を行いました。

　不登校にかかわる各関係機関・施設との情報交換や具体的
な事例を通しての意見交換をすることで、不登校の子どもへ
の支援の充実を図ることができました。
　課題としては、不登校の子どもが置かれている様々な状況
を理解し、各関係機関が連携することで、子どもたち、保護
者のニーズにあった相談を継続して行えるようにすることで
あると考えております。

3
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

96
適応指導教室（ゆう
ゆう広場）

■目的・目標：不登校の状態にある子どもの居場所として適応指導教室
（ゆうゆう広場）を設置運営し、小集団による体験活動等を通して、学
校復帰や社会的な自立を支援します。

■事業概要：適応指導教室（ゆうゆう広場）において、通級する子ども
たちの状態に応じた活動を展開するために、担当者による情報交換と研
修を行うなど、不登校の子どもが安心していられる居場所づくりに努め
ます。

　市内６箇所のゆうゆう広場を運営し、小集団での体験活動・学習活動
を通して自主性の育成や、自尊感情を高め、学校への復帰や社会的な自
立につながるような支援を行いました。また、相談員の連絡会議や研修
を実施し、情報の共有と相談技能の向上を図りました。令和２年度は、
191名が通級登録しました。

　ゆうゆう広場の活動を周知し、どのような状況下でも、通
級する子どもたちが安心・安全に過ごし、自己肯定感を高め
る活動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

97
教育相談員・
メンタルフレンド

■目的・目標：不登校の子どもに寄り添うことで安心感を与え、様々な
自立活動を通して状況の改善を図ります。

■事業概要：適応指導教室(ゆうゆう広場）では、教育相談員以外にボ
ランティアとして、主に心理学を学ぶ大学生や大学院生をメンタルフレ
ンドに採用し、通級する子どもたちの相談、活動補助を行います。

　令和２年度は、16名のメンタルフレンドが、６箇所のゆうゆう広場
で通級する子どもたちに寄り添った活動を行い、安心した居場所づくり
を行いました。

　メンタルフレンドの人数を確保し、通級する子どもたちが
安心して過ごせるように、寄り添い見守る体制を継続する必
要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

(５)共生社会に関する理
解の促進
　さまざまな状況に置かれ
ている子どもがそれぞれ尊
重される共生社会の実現に
向けて、さまざまな機会を
利用して市民等の理解の促
進を図ります。

⑪ 　外国籍や障害な
どさまざまな状況
に置かれている子
どもがそれぞれ尊
重されるよう、市
民等の理解の促進
を図ります。ま
た、いじめや不登
校が未然に防止さ
れるよう、「かわ
さき共生＊共育プ
ログラム」等によ
る学校での共生教
育を推進します。

16条

98
多文化共生について
の理解を進めるため
の啓発、広報

■目的・目標：国籍や民族、文化の違いを豊かさとして生かし、すべて
の人が互いに認め合う多文化共生社会の実現に向けて、市民等の理解の
促進を図ります。

■事業概要：「川崎市多文化共生社会推進指針」の周知及び指針に基づ
く施策の推進により、外国籍及び日本国籍でも外国文化背景のある子ど
もやその家族が地域社会を構成するかけがえのない一員であることにつ
いての理解を進めるための啓発を行います。

　例年、川崎市外国人市民代表者会議が参加して多文化共生への理解を
進めるための啓発・広報活動等を行っている「インターナショナル・
フェスティバルＩｎカワサキ」、「かわさき市民祭り」、「多文化フェ
スタさいわい」等のイベントについては、令和2年度はすべて、コロナ
禍により開催中止となりました。

　例年、川崎市外国人市民代表者会議が参加して多文化共生
への理解を進めるための啓発・広報活動等を行っているイベ
ントについては、令和2年度はすべて、コロナ禍により開催
中止となりました。
　コロナ禍が収束した際には、引き続き、イベント等におけ
る多文化共生への理解を進めるための啓発・広報活動等を継
続するとともに、より効果的な啓発・広報の手法について検
討する必要があります。

4
市民文
化局

多文化
共生推
進課
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施策の方向Ⅱ　個別の支援 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

(５)共生社会に関する理
解の促進
　さまざまな状況に置かれ
ている子どもがそれぞれ尊
重される共生社会の実現に
向けて、さまざまな機会を
利用して市民等の理解の促
進を図ります。

⑪ 　外国籍や障害な
どさまざまな状況
に置かれている子
どもがそれぞれ尊
重されるよう、市
民等の理解の促進
を図ります。ま
た、いじめや不登
校が未然に防止さ
れるよう、「かわ
さき共生＊共育プ
ログラム」等によ
る学校での共生教
育を推進します。

16条

99
冊子「ふれあい か
わさきの福祉」発行

■目的・目標：地域における支え合いの大切さや川崎市の取組等につい
て学ぶためのツール

■事業概要：地域における支え合いの大切さや川崎市の取組等について
学ぶためのツールとして、川崎市立全小学校の６年生を対象に、福祉に
関する副読本「ふれあい」を配布し、児童期からの共生意識の醸成を図
ります。

　地域包括ケアシステムの構築に向けて、子どもの頃から多様な人と共
生する社会における地域での支え合いの大切さや川崎市の取組等につい
て学んでもらう事が大変重要なことから、主に公立小学校６年生用とし
て、合計約１３，５００部を配布しました。

　小学６年生の社会科や、小学４年生から始まる総合的な学
習の時間で、子どもの頃から福祉のこころを育む教材とし
て、活用されました。
　今後も継続的な活用に向け、取り上げる内容や構成につい
て検討し、より使いやすい教材としての工夫が求められてい
ます。

3
健康福
祉局

地域包
括ケア
推進室

100 こども未来事業

■目的・目標：次代を担う子ども達が、将来に向かって夢と希望を持ち
伸びやかに成長できるよう、様々な地域資源を活用した事業を通じて支
援します。

■事業概要：ものづくり技術の体験や、多様な人々との交流、木に親し
む機会を提供することで、進路や職業の選択肢を広げ、こころのバリア
フリーを推進します。また、木（自然）と触れ合う中で心地よさを体感
し、木（自然）に対する親しみや理解を深めるとともに、感性豊かなこ
ころの発達を促すとともに、森林や環境問題への理解を育み、地域にお
ける子育て支援と子どもに関心を持つ人の人材育成を推進します。

　ものづくり体験事業は、坂戸小5年生９１名を対象に、「高津ものま
ちづくり会」による町工場や開発した製品に関する授業を11月5日に
実施しました。
　多様な人々との交流は、コロナ禍において特に高齢者との交流が難し
く、「地域人材の活用」や「生きがいづくり」は十分に実施できません
でしたが、感染対策や人数・活動を制限しながらも年５回実施しまし
た。新たな交流の持ち方を見出す機会や繋がりづくりの大切さを実感で
きる良い機会となりました。木育は、共有の遊具等が事業内で使用でき
ないため、交流の中で自然物と触れ合う機会を作ったり、在宅子育て支
援の一環として貸出遊具に木育遊具を取り入れ、在宅での親子遊びでの
活用を推進し、多くの子育て家庭で活用していただきました。

　コロナ禍において地域のコミュニティーが激減する中、感
染対策を講じながらも実施することで、地域との繋がりの大
切さを共有し、共生意識を育てる機会となりました。
　コロナ禍・コロナ後においても、地域のコミュニティーを
再生するためには、各所に小規模の交流を年間通じて数回お
こなう場があることが効果的であり、ICT活用なども含めて
新たな取り組みへと転化する必要があります。その地域にあ
わせ場・人材・機会等コーディネートすることが必要であり
民間や他課との連携強化も必要になってきています。

3
高津区
役所

地域ケ
ア推進
課
保育所
等・地
域連携
担当

101
多文化共生教育「民
族文化講師ふれあい
事業」

■目的・目標：日本人児童生徒と外国人児童生徒の双方に、互いの文化
を尊重しあい、共生する大切さを意識してもらうことを目的・目標とし
た取組を行います。

■事業概要：異なる文化背景のある地域の外国人市民等を「民族文化講
師」として学校に派遣します。

　「民族文化講師」の派遣を希望する市立小、中学校、特別支援学校6
７校に対し、延べ193名の民族文化講師を派遣しました。講師の派遣
に関して、新たに1団体を追加した4団体にコーディネートしていただ
き、様々な国の文化体験を通じて、子どもたちが自国の文化と他国の文
化のよさを認め合う意識の向上を図ることができました。

　外国籍の児童生徒の増加ととともに、多国籍化が進む中、
民族文化講師の派遣により、様々な国の文化体験をすること
で互いの文化の違いや良さを認め合う意識の向上を図ること
ができ、外国籍の児童生徒の人間関係づくりを推進すること
ができました。
　多国籍化が進む中、外国籍の児童生徒の母国の文化体験を
することは大切であり、様々な国の文化を伝えることのでき
る講師の確保についての検討が必要です。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

102 6
かわさき共生＊共育
プログラム（再掲）

■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

103 9
平和・人権学習（再
掲）

■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
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施策の方向Ⅱ　個別の支援 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

(５)共生社会に関する理
解の促進
　さまざまな状況に置かれ
ている子どもがそれぞれ尊
重される共生社会の実現に
向けて、さまざまな機会を
利用して市民等の理解の促
進を図ります。

⑪ 　外国籍や障害な
どさまざまな状況
に置かれている子
どもがそれぞれ尊
重されるよう、市
民等の理解の促進
を図ります。ま
た、いじめや不登
校が未然に防止さ
れるよう、「かわ
さき共生＊共育プ
ログラム」等によ
る学校での共生教
育を推進します。

16条

104
民族学校に通う子ど
もとの交流の促進

■目的・目標：両国の児童生徒の親善・交流を深めるとともに造形教育
活動の振興を図ります。

■事業概要：県内朝鮮学校と川崎市立学校の児童生徒の造形作品による
美術交流展を実施し、広く市民に公開します。

　来客者の手指消毒の徹底や検温などの感染対策が困難であることや、
会期となる1月時点での感染状況について見通しがたたないことから、
中止としました。

　入場時の人数を把握して密を避けることや、手指消毒を徹
底するなどして、感染対策を講じて開催できるように工夫し
ます。

4
教育委
員会事
務局

カリ
キュラ
ムセン
ター


