
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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(６)親等による子どもの
権利保障の支援
　親等が、子どもの最善
の利益を確保して、年齢
と成長に応じて子どもの
権利を保障できるよう、
必要な支援を行います。

⑫ 　親等の子どもの
権利への理解と関
心が深まるよう、
条例や子どもの権
利について、さま
ざまな場で広報
し、研修や講演会
等の学習機会を提
供します。

17条

105 保育園だより

■目的・目標：保育園を利用する保護者や市民グループ等へ子どもの権
利についての意識の向上を図ります。

■事業概要：保育園を利用する保護者や市民グループ等へ子どもの権利
についての意識の向上を図るため、各種情報提供を行います。

　入所時の保育内容説明会や懇談会等の場で、保護者等に市民文化局人
権・男女共同参画室が作成するパンフレット等の配布・説明を行うなど
し、子どもを養育する保護者らの「子どもの権利」に対する意識づけや
理解の促進を行いました。

　保護者や地域の方に向け、子どもの権利に対する各種情報
提供を行い、子どもの権利についての意識の向上を図りまし
た。

3
こども
未来局

運営管
理課

106

保育園における子ど
もの権利の意識を高
めるための機会づく
り

■目的・目標：利用者（保護者）に対して保育方針や子どもの権利保障
への取組等について説明を行い、意見を出せる機会を持ち、利用者の意
見を取り入れた保育運営を推進します。

■事業概要：保護者に対しては懇談会を通じて、子どもの権利の啓発を
行い、保育園職員については、研修を通じて啓発を行います。

　入所時等の保育説明会の際に、保育方針や子どもの権利擁護の取組等
に関する説明を行いました。
　保護者からの意見について、口頭によるほか意見箱の設置による書面
の受付を行い、意見申出の機会確保に努めました。また、定期的に開催
される保護者会等において、意見申出の方法を紹介したり、集約した意
見の紹介を行うなどしました。

　保護者に対して保育方針および子どもの権利保障への取組
等について説明を行い、保護者からの意見を出せる機会を持
ち、意見を取り入れた保育運営を行いました。

3
こども
未来局

運営管
理課

107 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（再掲）

■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
つくることができました。
　子どもたちへの意識付け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

108 36
子どもの権利に関す
る学習等への支援
（再掲）

■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のほか、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

109 8
家庭・地域教育学
級、家庭教育推進事
業（再掲）

■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。「子どもの権利」に関連して：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き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

110
ＰＴＡ活動研修（教
育文化会館・市民
館）

■目的・目標：子どもの健やかな成長を支えるＰＴＡ活動の活性化をめ
ざします。

■事業概要：各学区や行政区の特色を活かしながら、ＰＴＡ活動の更な
る活性化をともに考える研修を行います。

　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

計画期間の取組内容
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(６)親等による子どもの
権利保障の支援
　親等が、子どもの最善
の利益を確保して、年齢
と成長に応じて子どもの
権利を保障できるよう、
必要な支援を行います。

⑫ 　親等の子どもの
権利への理解と関
心が深まるよう、
条例や子どもの権
利について、さま
ざまな場で広報
し、研修や講演会
等の学習機会を提
供します。

17条

111
9

103
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。

　障がい者、環境、戦争、ＬＧＢＴ、平和などのテーマで、教育文化会
館・市民館において、平和・人権に関する講座を９講座開催し、延べ５
１１名が参加しました。

　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
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

112 11
子どもの権利に関す
る週間（再掲）

■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

⑬ 18条

113
かわさきし子育てガ
イドブック

■目的・目標：親等が安心して子どもを養育できるよう、必要な支援を
行います。

■事業概要：妊産期から子どもが青少年期に至るまでの様々な事業や制
度を年齢別、項目別に体系づけた子育てガイドブックを作成、配布する
ことにより、子育てに関する情報を提供し、各事業の利用促進を図りま
す。

　子ども・若者に関する様々な事業や制度を年齢別、項目別に体系づけ
た子育てガイドブックを23,000部作成しました。母子手帳交付時等に
市民に配布することで、子育てに関する情報を提供し、各事業の利用促
進を図りました。

　市民の方にとって、より分かりやすく読みやすい子育てガ
イドブックの構成や、より多くの方に知ってもらうための広
報等について検討します。

3
こども
未来局

企画課

114
子育て情報誌の発行
（川崎区）

■目的・目標：区内の保護者等に、子育て情報を提供し、安心して子育
てをできるよう支援を行います。子育て情報誌により、子育て情報を提
供することで、親子の孤立化を防ぎ、安心して子育てができるよう支援
します。

■事業概要：川崎区の子育てに関する情報誌「さんぽみち」の発行を行
います。

　川崎区の子育て情報誌「さんぽみち」の掲載内容を見直し、改訂版を
4,700部発行して、子育て世帯等に子育てに関する制度等の子育て情
報の提供を効果的に行うことができました。

　掲載内容の整理や見直しを行いながら、より効果的な情報
提供を行うための検討を行い、子育て情報を提供することに
よって安心して子育てができるよう支援します。

3
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

115
かわさき区子ども子
育てページ

■目的・目標：ホームページにより、身近な子育て情報を速やかに発信
し、子育て情報入手の利便性を高めます。子育てに関する多様な情報を
速やかに提供することで、親子の孤立化を防ぎ、安心して子育てができ
るよう支援します。

■事業概要：相談事業、イベントなど区内の子育て・子育ちに関する身
近な情報を発信します。

　ホームページの更新による情報発信（随時更新）で、事業やイベント
など区内の子育てと子育てに関わる身近な情報を速やかに発信し、子育
て世帯が子育て情報を円滑に入手できるようにしました。

　核家族や共働き家庭の増加、また転入等による環境の変化
で育児や子育ての孤立化に悩む保護者が増えている中で、子
育てに関する身近な情報をより効果的に発信するとともに、
情報を受け取ることができるよう、広く周知する必要があり
ます。

3
川崎区
役所

地域ケ
ア推進
課

116
子育て情報誌「おこ
さまっぷさいわい」
の発行

■目的・目標：子育て中の世帯が孤立することなく、安心して子育てで
きるよう、幸区内を中心とした地域の子育て情報を掲載した情報誌「お
こさまっぷさいわい」を発行します。

■事業概要：子育て中の保護者等の区民からなる編集会議を開催し、
「こんなのあったらいいな」という子育てに役立つ情報をまとめ冊子に
し、年１回発行します。

　前年度からの編集会議（子育てグループや関係団体（計17名）の委
員）での意見を踏まえ、2020年度版を6月に発行しました。2022年
度大改訂版の発行に向け、現役子育てママなどが委員となる編集会議を
2回開催しました。

　子どもを取り巻く環境の変化に応じて、必要な情報を提供
できるよう、編集会議での意見を踏まえ、おこさまっぷさい
わいを発行し、子ども・子育て支援に必要な情報提供を継続
していく必要があります。

3
幸区役
所

地域ケ
ア推進
課

(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

　さまざまな機会
を通じて子育てに
関する情報を提供
し、親等が安心し
て子どもを養育で
きるよう、必要な
支援を行います。
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⑬ 18条

117
こども情報ネットさ
いわい

■目的・目標：子育て支援団体が連携し、地域全体で子育てを応援する
ため、子どもや保護者が地域とのかかわりを持てる場や機会等を提供す
る「こども情報ネットさいわい」を発行します。

■事業概要：子育て支援機関、団体が編集会議を行い、地域でのイベン
ト情報や、取組の紹介等主に学齢期の子どもに関する情報をひとつにま
とめ、年３回発行、配布します。

　子育て支援機関・団体９団体で編集会議を行い、子どもや保護者が地
域との関わりを持てるイベントや情報等掲載内容を検討し、こども情報
ネット7月、10月、12月に発行しました。

　子どもを取り巻く環境の変化に応じて、必要な情報を提供
し、子ども・子育て支援に必要な情報提供を継続していく必
要があります。

3
幸区役
所

地域ケ
ア推進
課

118
絵本の読み語りカレ
ンダーの発行

■目的・目標：:区内子ども関係施設・保育所を利用し、親子のふれあ
いの場、学びの場、交流の場として絵本読み語りを実施し、地域の子育
てのなかの親子の安全安心な居場所づくりと、健全な親子関係や豊かな
心の育成を目指します。

■事業概要：「読み語りタイム」を発行し、区内の保育園で実施してい
る絵本の読み聞かせの予定や、認可保育園、園庭開放や行事、相談事
業、子育てのアドバイス等、様々な子育て情報を提供します。

　「読み語りタイム」については、コロナ過であるため、単独での発行
は中止し、子育て情報カレンダー「お散歩に行こうね！」に併せて情報
提供を行いました。
　絵本の読み聞かせについては、新型コロナウイルスによりほぼ中止を
していますが、一部保育園では、感染対策をしっかりと行ったうえで、
完全予約制や人数制限を行い、１６施設、親子で５９３人参加しまし
た。

　コロナ過という状況で、読み語りの開催や人数制限があっ
たが、昨年５月より、ベビーカースルーで貸出絵本の事業を
実施しており、保育士のおすすめ絵本をかり、図書館等も休
館の中、地域の子育て支援につなげました。

3
幸区役
所

保育所
等・地
域連携

119
子育て情報カレン
ダー「お散歩に行こ
うね！」の発行

■目的・目標：区内のイベント情報を定期的にカレンダー形式にして、
地域の親子がイベントに参加しやすい情報を提供します。

■事業概要：区内の子育て関連施設の情報をまとめて月1回発行する。
また、同時にホームページにも掲載し、子育てに関する情報を広く提供
します。

　幸区内の子育て関連イベントがわかるように毎月８００部発行しまし
た。
　コロナ過であるため、「読み語りタイム」についての情報も「お散歩
に行こうね」に併せて発行しました。イベントや情報が少ない月におい
ては、番外編として発行し、川崎市のホームページやスマートフォンか
ら瞬時に情報が得られるようQRコードの周知に務めました・

　区内のイベント情報を定期的にカレンダー形式にし、より
参加しやすいように工夫して情報提供しました。
　コロナ過ということで、5月号の発行は中止、６・７月号
については、番外編として発行し、「子育てなんでも相談」
や「ベビーカースルーで貸出絵本」の情報提供をすることに
より、子育て世帯が孤立することのないように努めました。

3
幸区役
所

保育所
等・地
域連携

120
子育て情報誌の作成
事業（中原区）

■目的・目標：中原区は子育て世帯の転入が多く、地域に馴染みがない
中で子育てしている方が増加しています。こうした方が地域で孤立する
こと無く、子育てを円滑かつ充実したものにしていただくため、子育て
中の世帯に向けて多種多様な子育て関連情報を効果的に提供します。

■事業概要：子育て情報誌「このゆびと～まれ！中原区子育て情報ガイ
ドブック」の発行とそれに連動したホームページの運営を行うほか、子
育て関連のタイムリーな情報を掲載した「子ネット通信」を区民協働で
作成・発行します。

　子育て情報の提供として、区子育てガイドブック「このゆびとーま
れ」の改訂版を9,000部、子ネット通信を年6回各10,000部発行した
ほか、子育て情報案内リーフレットを10,000部発行し、出生届受理や
新生児訪問等の機会を通して多くの区民に情報を届けました。
　その他、区子育てガイドブックの改訂に合わせ、ホームページの情報
更新を行うとともに、グランツリー武蔵小杉をはじめとした商業施設や
地域の小売店舗等と連携し、店舗の授乳室・おむつ交換スペース等にお
いて中原区の子育て支援情報広報コーナーを設置するなどして、様々な
媒体での広報を行いました。

　中原区は出生数・子育て中の世帯の転出入ともに非常に多
いことから、こうした区民が地域で孤立することのないよう
に区内の子育て関連情報を効果的に取りまとめた冊子や通信
を配布することで中原区の子育て環境の充実に寄与すること
ができました。より多くの方に情報を届けられるよう、引き
続き様々な機会を通して情報発信を続けていきます。
　各月発行の子ネット通信を発行するにあたり、子育て中の
父母に編集委員をお願いしていますが、コロナ禍で編集会議
に参加してくださる方が減少しており、感染症対策を行った
上でより参加しやすい開催方式を検討していきます。

3
中原区
役所

地域ケ
ア推進
課

121
子育て支援情報の提
供（中原区）

■目的・目標：区民に向けて子育て支援情報を効果的に発信し、活用し
てもらうことで子育ての不安の軽減や育児力の向上、地域とのつながり
作りにつなげます。

■事業概要：子育て支援事業の案内や情報をチラシ、ホームページ、子
育てアプリ等の様々な手段で発信し、転入が多く近隣との交流が少ない
親子の孤立化を防ぎ、育児の不安感の軽減、子どもの健やかな育ちを支
援します。また子育て世帯以外にも保育園が実施している地域支援事業
を広く知ってもらい、地域作りにつなげます。

　子どもが安心して過ごせる環境作りを目指し、公立保育所での地域支
援事業「ベビーカースルーで貸し出し絵本」「子育てなんでもきいてみ
よう」の案内チラシや栄養士・看護師による子育てアドバイス、公立保
育園の園たよりを定期的にホームページに掲載し、保育園での継続的な
子育て支援事業につなげました。チラシの他、子育てに関するワンポイ
ントアドバイスをまとめたリーフレット「たのしくこそだて」を多世代
が広く利用する区役所、商業施設グランツリーのベビールーム等で配架
し、広く情報を提供しました。また、チラシ等の表現は、転入者や外国
籍の方等、様々な人に理解しやすくしました。
　子育て相談では電話の他、メールでの相談も可能にしいつでも相談し
やすい状況をつくり子育ての負担軽減に繋げました。

　中原区保育・子育て総合支援センター、地域子育て支援セ
ンターなかはらができたことで、地域の子育て支援の拠点と
して家庭にも子どもの権利について情報発信ししていく必要
があると思います。

3
中原区
役所

保育所
等・地
域連携
担当

(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

　さまざまな機会
を通じて子育てに
関する情報を提供
し、親等が安心し
て子どもを養育で
きるよう、必要な
支援を行います。
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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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⑬ 18条

122 子育て情報発信事業

■目的・目標：子育てしやすいまちづくりを推進します。

■事業概要：子育て中の親の立場に立った、より身近な子育て情報を発
信・提供して、子育てしやすいまちづくりを推進します。「ホッとこそ
だて・たかつ」の充実や、「かわさき子育てアプリ」などSNSを活用
した子育て情報の発信を行います。

　子育て情報ガイドブック「ホッとこそだて・たかつ」の情報を更新
し、７月に7,000部発行新しました。
　高津区へ転入する方に対し、「ホッとこそだて・たかつ」のお知らせ
のチラシを区民課で配布しました。

　今後も、子育て中の区民のニーズに合った地域の子育て情
報を精査し提供する必要があります。また、子育てに対する
不安や孤立した育児を防ぎ、親子が安心して暮らせるように
様々な手段を通じて広く提供する必要があります。

3
高津区
役所

地域ケ
ア推進
課
保育所
等・地
域連携
担当

123
子育て情報発信事業
（宮前区）

■目的・目標：子育て世代の育児の孤立化の防止や育児不安についての
軽減を図るために、様々な広報媒体を活用して、必要な情報を分かりや
すく提供することにより、安心して子育てができる環境につなげます。

■事業概要：子育て当事者が参加して作成する子育て情報誌「みやまえ
子育てガイド　とことこ」を発行し、より身近で実用的な子育て情報の
提供を実施します。また、ホームページでも同様の情報発信を実施しま
す。

　みやまえ子育てガイド「とことこ」について、時点修正を行い、より
子育て当事者に必要な情報を提供できる体制づくりとして７０００部を
作成・配布しました。Facebook及びTwitter等を活用し、随時子ど
も・子育て情報の発信を行いました。

　引き続きFacebook及びTwitterなどのＳＮＳや電子媒体
を活用した子育て情報の強化に取り組みます。

3
宮前区
役所

地域ケ
ア推進
課

124
こども・子育て情報
収集・発信事業（多
摩区）

■目的・目標：多摩区内で安心して子育てができるよう子育てに係る基
本的な情報を提供します。

■事業概要：子育て支援情報を掲載した「多摩区地域子育て情報Ｂ
OOK」を作成・配布するほか、子ども・子育てに係る支援制度や相談
窓口、関連団体、催し、地域情報等を体系的に紹介した「多摩区子育て
ＷＥＢこそだてweb」を運営します。

　「多摩区地域子育て情報ＢＯＯＫ」を５,５00部作成し、母子健康手
帳交付者や乳幼児期の子育て中の転入者等に配布しました。そのほか、
区内子育て支援施設等での配布やホームページへの掲載など、必要な方
に広く情報を提供できるように工夫しました。また、「子どもの権利」
に関するページを設け、啓発に努めました。
　「多摩区こそだてｗｅｂ」の全体更新・随時詳細更新を行い、かわさ
き子育てアプリへの情報掲載を２１件行いました。

　多様なライフスタイルがある中、今後も継続して、地域の
実情及び子育て家庭のニーズを考慮した情報の提供を検討す
る必要があります。

3
多摩区
役所

地域ケ
ア推進
課

125
子育て支援情報の提
供（麻生区）

■目的・目標：区内の保護者等に、子育て支援関連の施設や制度などの
情報を提供します。

■事業概要：「ちびっこカレンダー」や子育て情報誌「きゅっとハグあ
さお」「ちびっこおでかけＭＡＰ」などの作成・配布、「こども情報
コーナー」の設置により、子育て情報の発信を行います。

　子育てガイドブック「きゅっとハグあさお」（5,600部改訂）や子
育て情報誌「ちびっこおでかけＭＡＰ」（11,000部作成）を配布し、
子育てに役立つ情報の発信を行いました。

　今後の改訂にあたり情報の整理を行っていく必要がありま
す。

3
麻生区
役所

地域ケ
ア推進
課

126
公立保育園　遊びの
会

■目的：区内公立保育園が、近隣在住の親子に、身近な場所で一緒に遊
べる場を提供するとともに、保育園児とともに過ごすことにより、在園
児からの刺激や成長の見通しの獲得、不安感・孤立感の解消、地域で子
育てを行う親子の仲間づくりにつなげる。
■事業概要：園庭開放、水遊び開放・体験保育・ふれあい遊びや体を
使った遊び、園庭あそび、音楽に合わせた遊び等を親子で楽しむ「遊び
の会」・絵本貸出しを実施します。

　新型コロナ感染症拡大防止のため、絵本貸出しのみ実施しました。
　新型コロナ感染症拡大防止を考慮し、実施が可能な状態に
なり次第実施いたします。

3
こども
未来局

麻生区
保育総
合支援
担当

127
教育広報誌「教育だ
よりかわさき」

■目的・目標：教育委員会広報誌として「教育だよりかわさき」を発行
することにより、児童生徒、保護者及び市民活動団体等に対して、本市
教育行政施策の紹介、教育行政の重要事項の解説、その他教育に関する
情報をわかりやすく提供し、開かれた教育委員会として市民サービスの
向上を図ります。

■事業概要：児童生徒、保護者及び市民等に対して、本市教育行政施策
の紹介、その他教育に関する情報をわかりやすく提供するため、「教育
だよりかわさき」を年3回発行します。

　令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響から、教育委員会広報
誌「教育だよりかわさき」の発行については、年２回の発行としまし
た。
　なお、１１月発行分の中で子どもの権利についての理解を深めるため
の記事を掲載しました。

　１１月２０日の子どもの権利の日にあわせ、毎年１１月発
行分の中で子どもの権利についての理解を深めるための記事
を掲載することで、子どもや保護者等に対し、効果的に情報
提供をすることができました。
　子どもの権利についての理解を深めるためにも、引き続
き、１１月発行分の中で記事を掲載していきます。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

　さまざまな機会
を通じて子育てに
関する情報を提供
し、親等が安心し
て子どもを養育で
きるよう、必要な
支援を行います。
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⑭ 18条

128 72
地域療育センターに
おける相談事業（再
掲）

■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

129 69
思春期精神保健相談
（再掲）

■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

130
地域子育て支援セン
ター事業

■目的・目標：子育て親子の交流の場の提供や、相談支援などを実施
し、保護者の子育ての不安感等の緩和を目指します。

■事業概要：地域における子育て支援を行う拠点として地域子育て支援
センターを運営し、子育て環境の向上を図ります。

　市内53か所の「地域子育て支援センター」において、子育て親子の
交流の場の提供や相談支援、離乳食やトイレトレーニングなどの育児講
座や「絵本の読み聞かせ」など親子で楽しめるイベントを開催するとと
もに、子育てに役立つ地域情報などの提供を実施しました。

　就学前児童数の減少に伴い、地域子育て支援センターの利
用者数が減少している中、多くの親子に利用してもらえるよ
う、子育てアプリやSNSを活用した広報を強化していきま
す。

3
こども
未来局

企画課
運営管
理課

131 体験保育等

■目的・目標：地域の子育て家庭が、保育園の生活や遊びの体験を通し
て、子育てにゆとりと自信を持ち、子育ての不安感を軽減し、育児力の
向上を図ります。支援が必要なケースは、関係機関との連携を図り継続
支援に繋げます。

■事業概要：同年齢のクラスに入り、交流しながら子どもの育ちの理解
や子育ての楽しさを体験します。育児不安や発達支援等が必要な親子に
は継続的に体験保育を行います。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止対策に伴い、予定していた体験保
育は実施できませんでしたが、感染症対策を取りながら簡易な相談対応
を実施したり、市民の閲覧可能な本市ホームページにお便りや資料を載
せること等により、年齢の子どもの発育・発達の特徴を知り、成長の見
通しを持つことができるとともに、子育てに対する不安軽減や自信に繋
げるよう努めました。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止に対応しながら、保護
者が生活や遊びの体験を通して子育てにゆとりと自信を持
ち、子育てに対する不安を軽減し、育児力の向上に繋がるよ
うに支援することが課題となりました。事業実施が制限され
る中にあっても、継続支援が必要なケースは関係機関との連
携を図り、連続した支援体制の確保に努めました。

3
こども
未来局

運営管
理課

132
父親の子育て体験講
座

■目的・目標：男性の子育ての意識の向上を図り、育児参加促進及び、
啓発を行います。

■事業概要：年齢の発達に応じた子どもに対する理解と関わり方や親子
で楽しむふれあい遊びなどを知らせ、子育てへの関心、理解を深めま
す。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止対策に伴い、予定していた事業開
催はできませんでしたが、父親が楽しく子育てに参加するための実践動
画を配信したり、市民の閲覧可能な本市ホームページにお便りや資料を
載せること等により、父親の育児参加を促進しました。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止に対応しながら、年齢
の発達に応じた子どもに対する理解と関わり方を、親子で楽
しむふれあい遊びなどを知らせていくことが課題となりまし
た。事業実施が制限される中にあっても、動画配信やHPへ
の資料掲載等により、父親の子育ての参加意識の向上を図り
ました。

3
こども
未来局

運営管
理課

133 保育連続講座

■目的・目標：同じ保護者が連続して講座に参加することで、保護者間
で子育ての楽しさを共有し、交流を深め仲間づくりに繋げます。子ども
の育ちや関わり方、健康・食育に関する知識や情報を伝え、育児力の向
上を図ります。

■事業概要：保育士による年齢発達に応じた遊びや栄養士・看護師によ
る食育・健康講座を実施し、子育ての悩みや不安を解消し、育児力の向
上を図ります。親子の交流と仲間づくりを推進します。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止対策に伴い、予定していた事業開
催はできませんでしたが、実践動画の配信や市民の閲覧可能な本市ホー
ムページに専門職（保育士・栄養士・看護師）からの子育てに関するア
ドバイスを掲載することにより、母親の子育ての不安、悩み解消を図り
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、動画
配信やHPへの資料掲載等により、保護者の子育ての楽しさ
を共有し、子育ての悩みや不安の解消及び育児力の向上を図
りました。

3
こども
未来局

運営管
理課

(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。
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(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

⑭ 　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。

18条

134
ひとり親家庭への相
談支援事業

■目的・目標：ひとり親家庭の生活の安定と自立に向けて、生活・就業
にかかる相談に応じ、必要に応じて、より専門的な相談機関や各種支援
策の担当者等への繋ぎ等を行います。

■事業概要：ひとり親家庭がその状況に応じた必要な支援を受けること
ができるよう、児童扶養手当、保育所入所等の受付・相談を通して状況
を把握し、必要に応じて、健康や子育て相談等、保健師や社会福祉職等
の専門職による総合的な支援や関係機関への繋ぎを行います。

　「ひとり親家庭サポートガイドブックまなざし」を改訂し、ひとり親
家庭の方が来所する窓口で配布することで、丁寧かつ分かりやすく支援
施策の周知を行い、必要に応じた適切な窓口への案内に繋げました。
　また、児童扶養手当の現況届提出時にあわせ、母子父子福祉センター
サンライヴによる出張相談を実施しました。
　さらに、ひとり親家庭の方の初期相談に適切に対応するため、区役所
や母子父子福祉センターサンライヴなどの関係機関職員を対象として支
援者向け研修を実施しました。

　ひとり親家庭の方の相談から、そのニーズ（お困りごと）
を的確にくみ取り、適切な支援に繋げる確実性をより高めて
いくため、各区地域みまもり支援センターや母子父子福祉セ
ンターサンライヴなどの関係機関のさらなる連携の推進を図
る必要があります。

3
こども
未来局

こども
家庭課

135
母子・父子福祉セン
ターサン・ライヴ事
業

■目的・目標：ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進するとともに、
ひとり親家庭への支援を総合的に行い、母子父子寡婦福祉の増進を図り
ます。

■事業概要：ひとり親家庭が抱えている様々な問題について、各種相談
に応じるとともに、情報の提供、生活・就業支援講座等を行います。

　ひとり親家庭の親子に対して、法律相談や生活・就業相談に応じると
ともに、各家庭の状況や希望を丁寧に自立支援プログラムを策定しまし
た。また、パソコン講座や看護学校受験対策講座、複数の取組を一度に
実施する「ひとり親家庭応援フェスタ」などを、緊急事態宣言等を踏ま
えて開催時期を変更したり、受講者同士が一定の距離をとれる会場に変
更したりするなど、新型コロナウイルス感染症拡大を防止する観点から
必要な措置を講じながら実施するとともに雇用情報や資格取得に向けた
支援施策を紹介するなど、就業や転職の支援を行いました。
　さらに、母子父子福祉センターサンライヴへの来所が困難な方向け
に、各区役所での出張相談を行いました。

　母子父子福祉センターサンライヴにおける生活及び就労に
関する講座などの既存の事業についても、より効果の高い内
容に変更していく取組を、母子父子福祉センターサンライヴ
と連携して進めていく必要があります。

3
こども
未来局

こども
家庭課

136 77
発達相談支援教室
（再掲）

■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

137
小児慢性特定疾病医
療等給付事業

■目的・目標：慢性的な疾病にかかり、長期にわたり療養を必要とする
児童等の健全育成の観点から、医療費の負担軽減を図ることを目的とし
て実施します。

■事業概要：児童福祉法第19条の2に規定する、慢性的な疾病にかか
り、一定の基準に該当する児童等が、指定小児慢性特定疾病医療機関で
健康保険の対象となる治療を受けるときの費用の一部を市が負担しま
す。

　小児慢性特定疾病児童等の健全育成の観点から、対象医療費の一部を
市が負担しました。

　適切な制度実施及び医療費の助成を行いました。引き続き
適正に医療費の給付を行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

138
里親養育相互援助事
業

■目的・目標：里親同士が相互に交流、情報を交換することで、里親の
資質の向上、養育技術の向上を図ります。

■事業概要：里親同士の相互交流を定期的に行うことにより、情報交換
や養育技術の向上を図るなど、子どもが健やかに成長できる環境を整備
します。

　ＮＰＯ法人に里親支援機関事業を委託し、目的別の里親同士の相互交
流の機会３回を設けることで、養育技術の向上を図りました。

　ＮＰＯ法人に里親支援機関事業を委託し、目的別の里親同
士の相互交流の機会３回を設けることで、養育技術の向上を
図りました。
　引き続き里親のニーズをとらえた目的別の相互交流機会を
設けることで広く里親への参加を勧奨する必要があります。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課
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⑭ 18条

139 家庭的養護の推進

■目的・目標：社会的養護を必要とする子どもがより家庭に近い環境で
養育されるよう、社会的養護や里親制度の普及・啓発を図ります。

■事業概要：里親制度を紹介したパンフレットの作成など、里親の新規
登録、里親への委託の拡充を図るとともに、施設においても良好な家庭
的環境での養育を推進します。

　里親フォスタリング機関が中心となり、広報物の配布や制度説明会の
開催などを通じて、制度の普及・啓発を行い、１８組の里親登録につな
げました。また、施設においてもより家庭環境に近い生活の拠点を身近
な地域に設けていく方向性から、小規模施設を１か所開設新たに開設し
ました。

　里親と施設は両輪であるとの考え方のもと、制度の普及・
啓発や川崎市社会的養育推進計画に基づく着実な施設の小規
模化等が必要になるため、今後も国の動向を見据えながら制
度推進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

140 70
健全母性育成事業
（再掲）

■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

141
母子相談事業、母子
訪問指導事業

■目的・目標：乳幼児を持つ保護者に対し、子育ての不安について子ど
もの成長発達を確認するとともに相談・助言指導を行ったり、地域との
つながりを持つ機会を作ったりすることで育児不安の軽減を図ります。

■事業概要：保健師等の専門職により家庭訪問や電話・面接による子育
てに関する相談を実施します。生後４か月までの乳児がいる全ての家庭
に新生児・未熟児訪問・こんにちは赤ちゃん訪問等で訪問し、必要に応
じて妊娠高血圧症候群予防訪問、家族計画指導訪問などを実施し、子育
てを行う親の支援を行います。

　地域みまもり支援センターにおいて各種相談事業等を実施したほか、
所外での子育てサロン等に出向き、利用者からの相談に応じました。
　保健師、助産師等の専門職や、養成研修を受けた地域の方が訪問員と
して、出生後なるべく早い時期に乳児がいる家庭を訪問し、母子の健康
状態の確認や相談支援を実施しました。また、地域とのつながりを持つ
機会を作ることを目的としたこんにちは赤ちゃん訪問の安定的推進を図
るため、各区で訪問員の定例会やフォロー研修、新規の訪問員養成研修
を開催しました。

　
　子育て家庭の孤立化を防ぐために、引き続き妊娠期や産後
早期から地域及び相談機関とのつながりをつくり、地域で子
育てを支える環境づくりを進める必要があります。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課

142 母子保健指導事業

■目的・目標：妊娠届出による妊婦を的確に把握し、これにより必要な
保健指導等を行い、母子健康手帳を交付し必要な母子保健の正しい知識
の周知を図ります。

■事業概要：妊娠の届出から母子健康手帳の交付、母子管理票の作成、
両親学級の開催など、妊娠中を母子ともに健康に過ごし、安心して出
産・子育てができる指導を行います。また父親の参加・子どもの権利に
ついての啓発を行います。

　母子健康手帳に子どもの権利に関するページを設けています。また、
母子健康手帳交付の際、全妊婦と面接を行い、初めての出産となる方に
は、両親の役割や子育てについての学習の場となる両親学級への参加を
促しました。父親にとっても子どもの権利について学ぶ機会になりまし
た。

　
　妊娠期から要支援者を把握し、継続支援につなげていくこ
とが安心、安全な妊娠期を過ごすためや虐待予防の観点から
も重要であり、支援関係部署や地域の医療機関・関係団体と
の連携をさらに強化し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

143
健診未受診者フォ
ロー事業

■目的・目標：健診未受診者家庭への受診勧奨及び養育状況の確認を実
施し、子どもの健やかな成長発達の保障を図ります。

■事業概要：乳幼児健診未受診の家庭に、受診を勧奨するとともに、養
育状況を把握し、対象家庭の状況に応じた適切な情報提供や養育支援を
行います。

　乳幼児健診未受診の家庭に、電話、文書、家庭訪問等で受診を勧奨す
るとともに、養育状況を把握し、対象家庭の状況に応じた適切な情報提
供や養育支援を全区で行いました。また、引き続き支援に適切につなげ
るように関係部署との調整を図り体制を整えました。

　今後も未受診者フォローを全区で実施し、未受診者の状況
把握と支援を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

144 乳幼児健康診査事業

■目的・目標：各時期における子どもの発育・発達を確認し、疾病や障
害等の早期発見と適切な医療や療育に繋げる機会とします。

■事業概要：市内協力医療機関での個別健診と各区保健福祉センターで
の集団健診を通して、子どもの発育・発達を確認し、保護者への保健指
導等を行います。

　市内協力医療機関及び各区保健福祉センターで乳幼児健診を実施し、
養育支援の必要な家庭の把握と協力医療機関と地区担当が連携し、継続
支援を実施しました。

　各時期における子どもの発育・発達を確認し、疾病や障害
等の早期発見と適切な医療や療育に繋げる機会として、適正
に事業を実施しました。
　今後も協力医療機関との連携を強化し、要支援家庭の把握
と支援を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

(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。
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⑭ 18条

145
こども文化センター
における子育て支援
事業

■目的・目標：子育ての不安や悩みを抱えている親等が、気軽に行ける
場、幼児と保護者が交流できる場を提供し、地域における子育て支援を
行います。

■事業概要：子育ての不安や悩みを抱えている親子等が、気軽に行ける
場として、こども文化センターを提供し、地域の子育て世代への支援を
行い、その中で子どもの権利に関する啓発を行います。

　幼児と保護者が気軽に利用できる遊び場として、また、子育て親子の
交流の場として、こども文化センターを提供し、地域における子育て支
援を行うとともに、子育て相談等において子どもの権利について啓発を
行いました。

　子育て親子が安心して過ごせる居場所として、多くの子育
て親子の声や意見を反映させた環境づくりを継続していく必
要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

146
児童家庭支援セン
ター事業

■目的・目標：地域において子育てや家庭の悩みについての相談・支援
を行います。

■事業概要：児童の福祉に関するさまざまな問題について、子ども、ひ
とり親家庭、その他の家庭からの相談に応じ、必要な助言・指導を行
い、地域の児童、家庭の福祉向上を図ります。

　6か所の児童家庭支援センターにおいて、児童又は保護者からの相談
に応じ、必要な助言指導等を実施しました。また、2か所の乳児院及び
4か所の児童養護施設で実施している子育て短期利用事業（ショートス
テイ・デイステイ）の調整を行うなど、養育支援を実施しました。

　子育て短期利用事業のニードに応えられる基盤を整えるこ
と、児童相談所からの受託による事業を展開していくことを
充実させる必要があります。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

147 児童家庭相談事業

■目的・目標：子どもが心身ともに健やかに生まれ育ち、その持てる力
を最大限に発揮することができるよう子ども及びその家庭を援助しま
す。

■事業概要：子どもに関する様々な問題につき、家庭その他からの相談
に応じ、子どもが有する問題又は子どものニーズ、子どもの置かれた環
境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行
い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護します。

　子どもに関する様々な問題につき、家庭その他からの相談に応じ、区
役所及び児童相談所等関係機関との連携のもと適切な支援を実施しまし
た（令和２年度相談受付件数9,082件）。

　問題を抱えた家庭・児童への相談は今後も増えると予想さ
れることから、区役所及び児童相談所等関係機関のより効果
的な連携の充実に向けた取り組み等を進めていく必要があり
ます。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

148
保育所等を活用した
子育て支援事業

■目的・目標：公営保育所の機能をツールとして活用し、区の課題事業
やニーズに合わせ、０歳児から就学前の児童の親子を対象に子ども・子
育て支援事業を推進します。

■事業概要：保育所や地域子育て支援センターを活用し子育ての悩みが
解消できるよう、地域子ども・子育て支援事業を開催しました。また、
地域の方や関係機関との連携を図り適切な子育て支援を行います。

　新型コロナウイルス感染拡大予防対策のため、対面形式で実施予定の
事業については、ＨＰやオンラインを活用するなど方法を変更して実施
し、地域の子ども・子育て支援の推進につながりました。また、公営保
育所と保育・子育て総合支援センターを活用した「メールや電話での子
育て何でも相談事業」と「ベビーカースルーで貸し出し絵本事業」を実
施しました。地域子育て支援センターでは、感染症対策を十分に行った
上で事業を実施し、地域の子育て親子の安心して過ごせる居場所の提供
と子育て不安の解消につながりました。

　感染症対策による事業の変更等により、直接公営保育所を
利用する機会が減少したことと施設利用による感染リスクへ
の不安からの事業参加率低下が懸念される一方で育児不安を
抱える親子は多く、支援を必要としている親子に必要な支援
が行えるよう、関係各機関と連携して、ニーズを把握してい
く必要があります。不安を抱える親子を地域で見守り支える
ために公営保育所と保育・子育て総合支援センターが拠点と
なり地域の子育て支援者の人材発掘と育成につながるような
事業を行っていく必要があります。

3
こども
未来局

川崎区
保育・
子育て
支援セ
ンター

149
日吉地区赤ちゃん相
談・赤ちゃんはいは
いあんよのつどい

■目的・目標：子育て中の親子が地域の人々と出会える場として交流し
ながら安心して子育てができるよう支援します。また親子が地域の
人々、中学生と交流する場として世代間で交流し、互いに育みあい成長
できるまちづくりを目指します。

■事業概要：日吉地区の町内会・自治会で毎月１回赤ちゃん相談を実施
します。また、年に1度、区と地域、日吉中学校で赤ちゃんのつどいを
実施し、乳幼児の保護者と近隣・地域住民との交流を図るほか、中学生
の地域活動への参加を促進します。

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止しましたが、12月4日
に、日吉地区で赤ちゃん相談を実施している各地区のボランティアの代
表が集まる交流会を実施（約30名参加）しました。活発な意見交換が
され有意義な会となりました。

　地域のボランティアと協働し、赤ちゃん相談を実施するこ
とは、育児不安の軽減や必要な育児情報の提供を行うことが
できます。赤ちゃんハイハイあんよのつどいは、親子、中学
生、地域のボランティアと実施することで、地域での世代間
交流を深めることが出来ます。町内会や社協、ボランティア
が地域での子育てを支えていることを子育て世代に伝えるこ
とができ、中学生が自分も大切に育てられたこと、地域で成
長を見守ってくれる人達がいることを実感できる大切な事業
です。
　しかし、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今後も
例年通り方法での開催は難しいため、工夫して実施できるよ
う検討が必要です。

3
幸区役
所

地域支
援課課

150 80
子どもの発達支援事
業（幸区）（再掲）

■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
力を伸ばす関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
援課課

(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。
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(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

⑭ 　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。

18条

151
講師派遣事業（幸
区）

■目的・目標：子育てに不安や悩みを抱えている子育て家庭に対して身
近にある保育園の保育士、看護師、栄養士などの専門職が講座を開催し
たり相談に乗ることで子育ての不安を軽減します。また、保育ボラン
ティアの育成に繋げます。

■事業概要：地域子育て支援センター及び市民館で「子育て講座」「食
育講座」[健康講座」等の子育て講座、保育ボランティア講座等を実施
します。

　地域子育て支援センターや日吉分館に看護師や栄養士などの専門職を
派遣し、離乳食講座・健康講座・おむつ外しやイヤイヤ期の講座等を開
催し、子育て世帯に対する各種講座を実施しました。
　また、９月に建替えた古川保育園の支援ルーム（ひまわりルーム）に
おいても、同様の講座を実施しました。

　コロナ過で、イベントの中止や、人々の交流が希薄になる
中で、子育ての不安や悩みを抱えている子育て世帯に対して
専門職が適切な相談やアドバイスをすることで不安を軽減す
ることにつなげました。　しかし、新型コロナウイルス感染
防止のため、通常より対象人数が制限されてしまいましたの
で、古川保育園の支援ルームのひまわりルームでも講座を実
施しました。

3
幸区役
所

保育所
等・地
域連携

152
貸出遊具　ＹＯＯ
ＧＯＯ！！

■目的・目標：地域の親子の健やかな成長を支えることを目的・目標に
遊具の貸し出しを行います。

■事業概要：地域の赤ちゃん相談やフリースペース、自主グループが活
発に活動し、また発達障害支援の講座を実施する中で、一般の親子はも
とより療育的に使用できる遊具の貸出のニーズが高まっています。区内
で活動している子育てグループなど個人・団体を対象に、乳幼児向けの
大型遊具等を貸出し、子どもの遊びや保育活動の利用に供します。

　コロナ過なので、遊具の貸出は一部中止し、布製品も中止しました
が、保健関係の貸出については、新型コロナウイルスの感染防止のため
に、手洗い等を見直す機会となり、コロナ過における集会や研修のやり
方について見直すきっかけとなりました。

　全体での集会や研修が難しい中、各保育園が工夫して手洗
い集会を実施するなど、教材の有効活用が図れました。今
後、その内容について他の保育園等にも情報提供していきま
す。

3
幸区役
所

保育所
等・地
域連携

153
こどもの外遊び・地
域人材育成推進事業

■目的・目標：ケアの必要な子どもへの対応や子どもが主体的に遊べる
場づくりに必要な知識を持った地域人材を育成する。

■事業概要：乳幼児期の親子及び学齢期の児童を対象とした身近な公園
等での交流の場として「おでかけぽかぽか（おでぽか）」や「プレー
パーク」を年間幸区内の公園等で開催する。

　区内公園6カ所で、乳幼児の親子向けの子育て広場「おでかけぽかぽ
か」を36回、プレーパークを4回開催しました。また、既に実施して
いる公園以外に新たな場所での展開として、２か所実施することにつな
がりました。講座については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から実施することはできませんでした。

　幸区内の御幸地区及び日吉地区での展開のみとなってお
り、南河原地区での展開ができていないことから、実施場所
の拡大をしていく必要があります。子育て家庭が地域で孤立
することのないよう、地域に身近な公園で参加しやすい形で
事業実施を継続していく必要があります。

3
幸区役
所

地域ケ
ア推進
課

154 子育て支援推進事業

■目的・目標：転出入が多く、核家族化等で孤立して子育てに不安を抱
える母親が増えているため、区内で子育てをする親子の仲間づくりや居
場所づくり等の促進を図り、子育てのしやすい地域コミュニティづくり
を推進するための事業を実施します。

■事業概要：子育てを地域で支えることにより、地域で子育てすること
の楽しさや安心感を感じ、仲間づくりや居場所づくり等の促進を図るた
め、区内7地区15か所で子育てサロン等を実施します。

　中原区社会福祉協議会・中原区民生委員児童委員協議会主体で組織し
ている中原区子育て支援推進実行委員会が実施する子育てサロン15か
所の他に、区内でボランティアが運営している自主サロンへの支援を行
いました。
　また、新型コロナウィルスの影響により、開催中止となっているサロ
ンに対し、再開方法の支援を行い2か所の子育てサロンと1か所の自主
サロンが、新しい生活様式に則て再開することができました。

　支援者となる子育てボランティアスタッフが高齢化、固定
化しているため、継続的に新たな担い手の発掘を行う必要が
あります。また、新型コロナウィルスの影響により活動を中
止しているサロン等の再開について、サロンごとに悩みが異
なるので、それに合わせた支援が必要となります。

3
中原区
役所

地域ケ
ア推進
課

155
中原区地域子育て支
援事業

■目的・目標：地域で安心して子育てができるように、地域のボラン
ティアと共に多胎児の親子の支援及び乳幼児健診の安全な運営を行いま
す。

■事業概要：地域のボランティアと共に多胎児の妊婦や育児中の親と子
の交流の場の提供及び情報発信として「ピーナッツ通信」を発行しま
す。また、乳幼児健診において、ボランティアによる見守り、地域情報
の提供を行うと共に、待合時間や計測の場の環境整備を図ります。

　多胎児を持つ親子のつどい（ツインキッズ）を3回開催しました。ま
た地域の会場において、多胎児交流会を1回開催しました。新型コロナ
ウイルス感染症拡大により、開催回数・参加者数・ボランティアの数を
減らして実施しました。多胎児育児支援ボランティアは、高齢の方が多
くいるため、ボランティアの意向により、コロナ禍での定例会はせず、
ピーナッツ通信は発行しませんでした。
　多胎児を支援しているボランティアと共に運営することで、子どもと
その親が地域とのつながりを持つ機会となっています。

　ツインキッズ及び多胎児交流会は多胎児を持つ親子にとっ
て子育ての仲間づくりや交流ができる場となっています。
　ＳＮＳ等で個々につながる親子も増えてきており、事業を
通して多胎児の親子が求める仲間づくりや交流へのニーズ把
握が必要です。またコロナ禍での開催でボランティアが安
全・安心に実施できる工夫が必要です。

3
中原区
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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

⑭ 　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。

18条

156 働く親世代の子育て
支援事業

■目的・目標：シニア世代を対象に現代の育児事情を伝え、子育てのサ
ポートに参加してもらい、地域の子育て支援体制の充実をはかります。

■事業概要：働く親世代の子育てを孤立させないため、元気なシニア世
代を対象とした孫育て講座を開催します。

　シニア世代が現代の育児の手技や育児観の違いを認めながらさりげな
く子育て世代のサポートができるよう、今どきの子育て事情を学ぶ機会
として、「孫育て講座」を企画しましたが、新型コロナウィルスの感染
拡大防止のため講座は中止とし、講義形式は取らず広く普及啓発するこ
とを目的に「おまごミニBООK」のパンフレットの配布をしました。

　中原区の世帯状況から祖父母は市・区外在住者が多いこと
が想定されますが、令和元年度の実施状況では区民以外の申
込が一定数あり、自分の孫育ての支援という点では目的通り
でしたが、地域の孫育て支援という点では工夫が必要である
と考えます。令和2年度は講座を中止してパンフレットを配
布しました。

3
中原区
役所

地域支
援課

157 81
子どもの発達支援事
業（中原区）（再
掲）

■目的・目標：子どもの発達支援に関わる関係機関・団体が発達支援に
関わる課題を共有・検討し、「切れ目のない支援」の構築を図ります。

■事業概要：「子どもの発達支援検討会」を設置し、発達に課題のある
子どもの課題解決に向けた援助について検討を行います。また、その保
護者の子どもへの対応スキルの向上をめざすとともに、保護者相互の力
を活用できるよう支援します。

　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ために検討会を継続していくことの重要性を
再確認しました。また発達に課題をもつ就学前の児の保護者を対象とし
た講座と就学後の保護者を対象とした講座を各々全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多様化しており、今後課題に合わせて
検討会を再構成しながら話し合いを深めていくことが必要で
す。

3
中原区
役所

地域支
援課

158
保育士・看護師・栄
養士の講師派遣・職
員交流

■目的・目標：保育施設の保育の質向上を図るために講座を行います。
また、保護者の子育て力の向上を図り、子育て支援者の人材育成を図る
ために講座を行います。

■事業概要：地域の保育施設・子育て関係施設・自主グループ等に講師
として専門職（保育士・看護師・栄養士）を派遣し、経験・知識・技術
等を研修・講座を通して伝えます。
また、各保育施設のニーズに合わせて職員の交流や専門職員の派遣を
し、講座・意見交換を行います。

　子育て支援者の人材育成のために保育園を活用した保育実習を行い、
支援者育成の研修の講師を務め、子どもとの関わり方等について子ども
の権利を含め、保育士・栄養士・看護師の視点で助言やポイントを伝え
育成に向けた支援を行いました。
　民間保育施設に向けて、オンライン研修の実施、集合開催ができない
連絡会の代替事業として連絡会の書面開催や現状の把握や困りごとにつ
いてアンケートを取り、保育に必要な情報を保育施設間で共有し、保育
の質の向上に繋げました。

　集合研修の実施ができなくても、幅広く子どもに関わる職
種の人が保育に関する研修の受講や情報の共有ができるよう
にオンライン環境を整えます。また、オンライン研修の受講
が難しい人にも同様の情報が共有できるよう工夫します。

3
こども
未来局

中原区
保育子
育て支
援セン
ター

159
川崎市ひとり親家庭
等日常生活支援事業

■目的・目標：一時的な事由で日常生活に支障が生じる場合に、生活援
助・子育て支援のサービスを提供し、ひとり親家庭等の生活の安定を図
ります。

■事業概要：一時的な事由で日常生活に支障が生じる場合に、家庭生活
支援員を派遣して、月１０日かつ一年度２４０時間まで、生活援助・子
育て支援のサービスを提供します。

　一時的な事由で日常生活に支障が生じ支援を必要とするひとり親家庭
等に、家事などの生活支援サービスや、保育などの子育て支援サービス
を提供する家庭生活支援員を、延べ３９４名派遣しました。
　また、家庭生活支援員のさらなる確保に向けて、マルイでのイベント
に合わせ、支援員募集ポスターを掲示するなどして、支援員を募集しま
した。
　さらに、支援員を養成するため、１月に養成研修を開催するととも
に、登録済みの支援員向けの連絡会を７月及び１月に３回開催しまし
た。

　ひとり親家庭等日常生活支援事業をより充実した事業とす
るため、利用者の登録促進及び家庭生活支援員の確保に向け
て、母子父子福祉センターサンライヴと連携した取組強化が
必要です。

3
こども
未来局

こども
家庭課

160 子育て支援事業

■目的・目標：子育てに対する不安や悩み等の軽減及び子育て当事者の
育児力の向上を図ります。

■事業概要：育児の基礎知識習得や子どもの成長・発達等子育てに関す
る課題の学習、及び男性の育児参加を促進させ、子育てに対する不安や
悩み等の軽減を図るとともに、子育て当事者の育児力向上を図ります。

子ども・子育て支援講座は、川崎市男女共同参画センターと連携し、父
親の育児参加促進講座を４回連続講座として実施し、親子８組の参加が
ありました。
親育ちプログラムについて、４週連続の参加型講座を４回（８月、１１
月、２月）実施し、計母子３８組が参加しました。新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、５月は中止となりましたが、８月の講座は前半後
半の入替制により２回開催しました。

　講座の実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感
染防止と参加者及び関係者の健康や安全面を考慮して実施す
る必要があります。
子育てに対する不安や孤立した育児を防ぐため、子育て当事
者のニーズに応じて育児の基礎知識や子どもの成長・発達な
ど子育てに関する課題の学習、父親の育児参加を促進させる
ことが今後も必要となります。

3
高津区
役所

地域ケ
ア推進
課
保育所
等・地
域連携
担当
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
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⑭ 18条

161
多胎児育児支援「さ
くらんぼ」

■目的・目標：多胎児育児の大変さを参加者で共有し、育児力アップに
つなげます。

■事業概要：リスクを伴う多胎児育児に関する情報交換、育児相談、親
子あそび等を実施し、多胎児育児の支援を行います。

　母子手帳交付、新生児訪問や健診等で対象者に本事業を紹介し、参加
を勧めました。
　感染予防対策のため１回１０組までの予約制に変更し、開催時間も１
時間に短縮。区役所で6回、プラザ橘にて１回開催しました。
　参加者数：延数６７名（２０組）妊婦２名が参加。プラザ橘では３名
（１組）が参加。緊急事態宣言中は中止し、参加人数は昨年より大幅に
減少しました。他区在住の参加希望者は、定員に満たない場合のみ参加
可としました。
　ハロウィン等、季節に応じた工作は、感染予防に配慮して実施しまし
た。座談交流では、初めての参加者も孤立することなく楽しむことがで
きました。
　コロナ渦のため、子育てボランティア（バンビ）の協力を得ることは
できませんでした。

　多胎児育児の大変さを共有し、育児力を高めるために、引
き続き多胎児育児に関する情報交換、育児相談、親子遊び等
を実施し、多胎児育児の支援を進めていく必要があります。
　また、妊娠中多胎児育児の出産・育児について不安が強
かったという産婦も多数いたため、母子手帳交付時に両親学
級の広報を行い、妊娠中からの参加を促す必要があります。

3
高津区
役所

地域支
援課

162
地域での子育て支援
「すくすく講座」

■目的・目標：地域において、養育に不安のある親等の参加を促し身近
な地域とのつながり作りを行います。

■事業概要：地域子育て支援センターと連携し、育児相談、子育てに関
する知識の普及等、子育て支援を実施します。

　子育て支援センター等からの依頼で講座を開催しました。コロナ渦の
ため例年より依頼回数は減少し、参加者数も蜜を避けるため予約制にし
たため少なくなりました。
　講座数：８回（心理士：６回、助産師：１回、保健師：１回）
　参加延数：１１４名
　講座では一般的な知識の普及を行い、終了後には個別の相談を受けま
した。参加人数を制限した分、ゆっくりと相談にのるこができ、育児不
安の解消を図ることができました。専門分野以外の相談については、区
役所で実施している育児相談の紹介を行い、フォローの場につなげるこ
とができました。また、地域子育て支援センター職員と連携を図ること
ができ、気になる母子の情報提供を受け、地区担当保健師のフォローに
つなげることができました。

　養育に不安のある親等の不安を軽減し、身近な地域とのつ
ながりを作るために、引き続き地域の関係機関と連携を図
り、知識の普及啓発等、子育て支援を進めていく必要があり
ます。

3
高津区
役所

地域支
援課

163
未熟児育児支援「す
くすくママキッズ」

■目的・目標：未熟児の育児について参加者で共有をし、育児力のアッ
プを図ります。

■事業概要：リスクを伴う未熟児の育児支援を行うために、育児の情報
交換、育児相談、親子あそび等を実施します。

　開催回数：３回（奇数月に開催しているが、5月、１月、３月は緊急
事態宣言のため中止）
　参加者数：１０組（２０名）参加
　感染予防対策のため、１回１０名の予約制とし、当日は健康観察票の
記入、体温測定、アルコール消毒等を行い、感染予防に留意して実施し
ました。
　コロナ禍での開催のため参加者は少なかったですが、参加者同士の交
流はしやすく、アットホームな雰囲気で情報交換ができました。また、
児の発達に応じた関わりのアドバイスもしやすく、成長・発達の確認が
できる場となりました。低出生体重児や医療的ケアが必要な児の集まり
であるため、参加者からは感染に気を付けなければならず外出を控える
中、初めて話せる場に参加できてうれしいという声もあり、貴重な集ま
りの場となっていました。

　リスクを伴う未熟児の育児について参加者で共有し、育児
力の向上を図るために、引き続き、育児の情報交換の場を設
け、育児相談を実施し、未熟児育児の支援を進めていく必要
があります。

3
高津区
役所

地域支
援課

164
地域子育て支援事業
「あつまれキッズ」

■目的・目標：子育て家庭の現状や抱えている問題、特性をつかみ、関
係団体と連携し、地域の保護者の仲間づくりを支援し育児力の向上につ
なげます。

■事業概要：地域の０～３歳の子どもを持つ親子を対象に、年間を通し
て親子遊びや座談、育児相談等を実施し、子育て中の母親たちの仲間づ
くりを支援し育児力を高めます。

　コロナ禍の中、様々な子育て支援事業や子育て団体の活動が自粛する
中、安心して親子が「出かけられる場」「学べる場」「相談できる場」
「同じ年齢の親子に出会える場」を３１回（7月より月3～4施設：8月
除く）実施しました。社会全体として子育ての孤立化や不安が増加して
いるため、ニーズも高く申し込みが定員を超えてしまうことも多く、年
間で５１５人の参加がありました。「生まれてから初めて家族以外の人
と会いました」「安心して出かけられる場があってよかったです」「相
談できてよかったです」「同じ年齢の子を持つお母さんに出会えまし
た」などの声を多くいただきました。
　関係機関と連携し、個別に支援の必要な家庭の受け入れの場としても
活用し、繋がりづくりや継続支援も実施することができました。

　コロナ禍において、子育ての孤立化や不安が増加したた
め、解消できる場として大きな成果は見られました。
　安心してでかけられる場を求めている家庭への手立てとし
ては事業は効果を得ましたが、引きこもりがちな家庭やコロ
ナ禍において在宅子育てを主にしている家庭への支援として
は、課題が大きく残っています。家にいながらも相談や講座
を受けられるツール、繋がりづくりをつくるツールなど在宅
子育て支援の充実を早急に実施していく必要があります。

3
高津区
役所

保育所
等・地
域連携
担当

165 転入者子育て交流会

■目的・目標：新しい土地での子育てに対する不安感や孤立感を軽減で
きるよう、交流会を開催し、情報の提供や参加者同士の交流などを通じ
て支援につなげます。

■事業概要：転入の多い高津区において、子育て中の転入者に対し、区
内の子育て情報の提供、関係団体等の紹介及び参加者同士の交流を図
り、子育てに関する不安感や孤立感を軽減します。

　緊急事態宣言を受けて、春開催予定の3回については中止としまし
た。秋に開催した交流会は、０歳対象と１～２歳対象の回に分け、計３
回実施しました。
　コロナ禍での開催ということもあり、感染防止対策を十分に講じたう
えで、区の概要や施設紹介、地域の子育て情報などをわかりやすく提供
した後、親子でのふれあい遊びや、グループでの情報交換をしました。
密にならないよう近い月齢ごとに少人数で話し合いを行ったことで、和
やかな雰囲気の交流会となりました。

　転入者が多い地域であるため、必要性やニーズは高い上
に、コロナ禍で同じ年齢の子どもを持つ保護者と出会える機
会（場）が失われている状況もあり、地域の情報が得られな
い現状もある中、参加者からは安心したという声を多くいた
だき貴重な機会となりました。
　緊急事態宣言下のため、計画の半分しか実施できなかった
ことや、感染への不安より会に参加することをためらう家庭
もいます。様々な環境でも繋がりづくりや子育て情報を得ら
れる機会として、在宅でも参加できる環境を整えるなど新た
な取組への検討も必要であると考えます。

3
高津区
役所

保育所
等・地
域連携
担当

(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

⑭ 18条

166
ウェルカム！みやま
えキャンペーン

■目的・目標：子育て世帯の転入が多い宮前区において、子育て中の転
入者へ向け区内子育て情報の提供を行うほか、子育て支援団体等の紹介
や仲間づくりの場を提供します。

■事業概要：うぇるかむキャンペーン及びうぇるかむクラスを実施し、
育児の孤立化を予防します。

　「Welcome!みやまえキャンペーン」として、専用封筒に子育てガイ
ド等を入れた「うぇるかむセット」を子育て世帯の転入者へ配布しまし
た。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、６月開催予定であった転入
世帯を中心に子育て中の区民を対象とする「うぇるかむクラス」を中止
しました。

　毎年６月に開催しており、それ以降に転入してくる子育て
世帯にも子育てに関する情報の提供方法について検討してい
きます。
　コロナ禍において、子育て中の転入者が孤立することない
よう区内の未就学児の親子を対象に子育て支援を実施する団
体・施設等が集まり「うぇるかむクラス」の代わりにできる
ことについて検討を進める必要があります。

3
宮前区
役所

地域ケ
ア推進
課

167
子育てサロン・自主
グループ交流会

■目的・目標：子育てを地域社会全体で支えるために、地域で活動する
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：乳幼児を持つ保護者にとって地域とつながる「はじめの一
歩」である子育てサロンや広場、また、地域で活動している子育てグ
ループのそれぞれについて、情報共有の場を提供し、団体間の連携強化
を図ります。

　区内の子育てグループに活動状況等を確認するとともに、各子育てグ
ループから提供を受けたチラシを一覧にして、各グループに配布しまし
た。
　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、５月開催予定であった、区
内の子育てグループと交流して、活動内容や子育て情報について話し合
う「子育てグループ交流会」を中止しました。

　コロナ禍において、各グループで日頃どのような活動をし
ているかについて、対面の交流が難しいなか、より多くの子
育て世代の家庭に必要な情報を発信し、子ども・子育て支援
に必要な情報が提供できるよう、検討を進めます。

3
宮前区
役所

地域ケ
ア推進
課

168
冒険遊び場活動支援
事業

■目的・目標：身近な公園等を活用し、地域住民が主体となって「冒険
遊び場」を実施することにより、子どもの自由な発想で遊びを創り出
し、失敗などもしながら自由に遊ぶことのできる次世代育成の場づくり
を目指します。

■事業概要：公園を活用し、与えられた遊具だけではなく、思いきり遊
ぶことのできる外遊びの環境を確保し、地域において定期的に遊ぶこと
ができる場を提供します。

　区内登録団体６か所の冒険遊び場活動が円滑に行われるよう支援し、
子どもがのびのびと遊ぶことのできる場の確保や、地域における子ども
の育ちの場及び居場所の確保へつなげました。また、冒険遊び場活動の
普及・啓発に向けて、シンポジウム１回、ブラッシュアップ研修１回を
開催するとともに、活動紹介リーフレットを４000部作成し、区内小
学１年生等に配布することにより、子どもや保護者への広報を行いまし
た。

　冒険遊び場活動を通じ、地域住民と保護者と行政が手を取
りあい、地域とのコミュニケーションづくりに引き続き取り
組んでいきます。

3
宮前区
役所

地域ケ
ア推進
課

169
子育て応援グッズ貸
出事業

■目的・目標：子育てがしやすく、子どもたちが健やかに育つ地域づく
りの実現を図るため、自主的かつ自発的に子育てに関する事業を実施す
る区民等に対し、業務に支障のない範囲において貸出しを行うことにつ
いて、必要な事項を定めます。

■事業概要：区内で活動している子育てグループや子育てサロン等を対
象に、乳幼児向けの大型玩具、保育教材等を貸出し、子どもの遊びや保
育活動の利用に供します。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、貸出事業を中止しまし
た。

　年間を通じて、新型コロナウイルス感染症の影響で貸出事
業が実施できませんでしたが、社会状況等を考慮しながら再
開時期を検討し、子育て支援として実施していく必要があり
ます。

4
こども
未来局

宮前区
保育総
合支援
担当

170
こども・子育て支援
講演会等事業

■目的・目標：社会が一丸となって子育てを支援していく地域づくりを
目指します。

■事業概要：区の課題に対応したテーマを中心に、地域全体に向けて子
育てや子育て支援への理解を深めてもらうための普及啓発の講演会や催
し等を実施し、子育て世代の不安やストレスの軽減や、社会が一丸と
なって子育てを支援していく地域づくりを推進します。

　感染症防止対策のため例年の対面方式から変更して、対面と録画配信
の両方で受講できるようオンライン環境を整え実施しました。前年度は
多摩区保育総合支援担当の単独事業でしたが、今年度から多摩区地域ケ
ア推進課と合同で実施しました。
　新型コロナ禍における「子どもの居場所」をテーマに講師2名による
講演を行ないました。
　「子どもたちと共に多様な人が多様なままでいきいきと生きるために
～地域の寄り合い所　また明日の取り組みから～」（太田美由紀さん・
編集者）「こどもの表現の中にこそ未来へのヒントが！」（大友剛さ
ん・ミュージシャン＆マジシャン＆翻訳家）
　対象者は地域子育て支援にかかわる方。会場受講１５名録画受講６２
名。（資料及びURL送付区内保育園８４園）

　今年度は令和2年度の講演会講師太田美由紀さんに、「子
どもの幸せ？大人の幸せ？お父さんお母さんの悲鳴が聞こえ
る」をテーマに、子育て中の保護者の支援について考えあう
中で子どもの最善の利益が尊重される社会について学べる機
会を計画しています。
　対象は地域子育て支援にかかわる方。オンラインでの開催
を検討中です。

3
多摩区
役所

保育所
等・地
域連携
担当

(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

⑭ 　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。

18条

171 「だんだんの会」

■目的・目標：人付き合いや人前で話すことが苦手な親子、地域支援へ
繋がり方が分からず地域から孤立している親子、初めての子育てや転居
により地域を知らない親子を対象に、少人数グループで情報交換や地域
の子育て情報を伝え、地域資源へ繋げます。

■事業概要：区の就学前の保護者が地域と繋がり子育てにゆとりと自信
を持てるよう、地域ニーズに即し、月１回３～４地区で実施します。１
家族参加回数５回を上限とし、子どもを遊ばせながら育児相談をし、家
でもできる親子遊びの紹介を行います。

　子育ての悩みを共有し、先輩ママから経験を通してのアドバイスをも
らい、保護者にとって悩みの解消の場になりました。一昨年から開催会
場を拡大し、今年度も3地区で3０回開催を予定していましたが、新型
コロナウィルスの感染が拡大したため８月まで中止となってしまいまし
た。９月からの再開後は感染症対策を徹底し、３地区とも２１回実施す
ることができました。コロナ禍だからこそ、親が親同士、担当職員と繋
がれることで、子どもにも良い影響をもたらし、情緒の安定や親子の愛
着形成につながりました。地域支援の情報をお知らせするだけではな
く、職員も一緒に地域サロンや保育園の子育て支援事業に参加すること
で、その後も地域支援の場へ継続して参加できるようになりました。子
どもにとって家族以外の人と関わる経験を増やし子ども同士から刺激を
受ける事で、社会性など発達に影響を与え豊かな成長に繋がりました。

　３か所で実施しましたが、それぞれ１０人弱の参加であ
り、人数も多くないことから、人間関係に悩み、不安もある
方も参加しやすい状況になっています。
　地域で子育てをしている方の中には外に出ることをためら
い、子育てにおいて孤立感を感じている方々もまだまだ多い
状況です。親が安定して子どもに自信を持って向き合っても
らうためにも、地域支援課と連携を図り、重要な事業として
今年度も実施し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

172
子育て支援パスポー
ト事業

■目的・目標：多摩区商店街連合会との協働により「多摩区子育て支援
パスポート」を介した子育て支援や地域交流活動を推進します。

■事業概要：多摩区商店街連合会の協賛店で提示すると、オリジナル
サービスが受けられるパスポートを、妊娠中から18歳の子どもがいる
家庭に発行し、区内子育て家庭の経済的負担の軽減と、声かけや見守り
により地域でのコミュニケーションを高め、地域社会が一体となって子
育てを支援する取組とするとともに地域経済の活性化を図ります。

　個人情報に配慮した形式にパスポートを改訂し、母子健康手帳交付者
及び乳幼児期の子育て中の転入者へパスポートを２,１１６枚発行しま
した。また、協賛店の紹介及び事業内容パンフレットの作成・配布を行
いました。
　事業の公式ホームページについて、内容を充実させ、より使いやすく
するため、令和２年４月にリニューアルを実施しました。
　商店街連合会と区役所との相互の来年度の動きについて確認を行いま
した。

　パスポートの発行は継続してできていますが、各協賛店の
事情による閉店や協賛の辞退があり、協賛店が減少していま
す。幅広い範囲での子どもの見守り体制を構築するために
も、協賛店の増加が必要と考えられます。

3
多摩区
役所

地域ケ
ア推進
課

173
こどもの外遊び交流
事業（多摩区）

■目的・目標：子どもの心身豊かな成長を促す外遊びを推進するため、
子ども・子育て世帯を対象とした催しを実施します。

■事業概要：家族や生活様式の変化に伴い、子どもを取り巻く環境も変
化していることから、運動場や公園等の広場、周辺にある自然環境の中
で子どもの創造力を培い、地域での人のつながりづくりを促す「こども
の外遊び交流」を推進します。

　地域外遊び活動等の支援（物品貸出、広報支援、スタッフ派遣）・協
力を随時実施しながら、外遊びの催し（主催・協力）を２回開催しまし
た。
　リーフレット（二つ折・八つ折）を健診等の機会を活用し、子育て中
の方へ配布しました。また、催し等の際には遊び場紹介のパネルを掲示
し、外遊びの普及啓発を図りました。
　地域理解の促進及び活動ＰＲのため、ブース出展を予定していた子育
て関連イベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止と
なりました。
　外遊び活動に対する地域理解が徐々に広がり、多世代交流の場となる
ことで、地域全体で子どもを見守る環境づくりが促進されました。

　外遊びを推進する担い手不足が課題となっているため、外
遊び活動に興味・関心のある個人・団体へのノウハウの提供
等、活動支援を継続して実施します。

3
多摩区
役所

地域ケ
ア推進
課

174
子育て支援者養成事
業

■目的・目標：子育て支援に関心のある人を対象に連続講座を実施しま
す。

■事業概要：安心して子育てを楽しめる環境づくりや地域ぐるみで子ど
もと子育てを見守り、支援する体制の整備が必要となっていることか
ら、地域の様々な子育て支援活動・多世代交流活動で活躍できる支援者
の養成を行います。

　全９回にわたる子育て支援者養成講座（子育て支援に係る学習機会の
提供）を実施しました。また、２、３歳児の親子の居場所づくりを目的
とした親子ひろば「びいだま」を７回実施しました。
　養成講座は、会場受講生の定員を抑えるなどの感染症拡大防止対策を
講じるとともに、より多くの方に受講していただくため録画受講の手法
を新たに取り入れました。２つの受講方法を選択できるようにしたこと
で受講者数が増加しただけでなく、様々な年齢層の受講生を増やすこと
ができました。
　また、例年実施している地域活動団体での実習を行うことができず、
受講生と地域活動団体とのつながりをつくることが難しかったため、今
後の地域活動の参考にできるよう、多摩区内で子育て支援活動をしてい
る団体の情報をまとめた冊子を作成し、全受講生に配布しました。
　親子ひろば「びいだま」は道具を共有する工作を中止し、感染症拡大
防止対策を講じながら安全に配慮して実施しました。
　このように事業を実施することで、必要な知識を身に付けた子育て支
援者を増やすとともに親子の居場所を提供することができ、よりよい子
育て環境の構築に向けた取り組みを進めることができました。

　受講の申し込み方法について、個人情報に配慮した方法に
切り替える必要があります（令和２年度中に実施済み）。
　また、録画受講について、直近の講座だけでなく全講座を
受講できるようにするなど、録画受講生の利便性の向上を図
り、更に多くの方が受講できるよう工夫する必要がありま
す。

3
多摩区
役所

地域ケ
ア推進
課

175
地域子育て力向上支
援事業

■目的・目標：少子化や近隣関係の希薄さ等子育てを取り巻く環境の変
化による育児不安や育児負担感を軽減し育児力の向上を促します。

■事業概要：乳幼児健診・相談時の環境整備や親子の交流の場を通し地
域での子育て力向上を働きかけます。

　乳幼児健診及び産後健診において保育士とボランティアを配置し、新
型コロナウイルス感染症防止に配慮し、安心して受診できる環境づくり
を行いました。また、2か所の地域サロンでのボランティア等との交流
や、子育てセミナーを開催し、保護者の育児力が上がるよう働きかけを
行うことで、子どもの権利を保障する環境づくりを進めました。

　子育てを取り巻く環境の変化による育児不安や育児負担感
を持つ保護者が増加している中で今後も育児力の向上目指
し、子どもの権利を保障する環境づくりを推進していきま
す。

3
多摩区
役所

地域支
援課
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

⑭ 　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。

18条

176 82
幼児の発達支援事業
（多摩）（再掲）

■目的・目標：幼児の健康の保持増進及び発達への支援を支援し、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

177
「おいでよ！たまっ
子」～あおぞら保育
～

■目的・目標：地域の保育園職員や園児と地域の親子の交流を通し、楽
しい子育てや保育の方法を伝え合い、子育てや保育を支援します。

■事業内容：区内7か所の公園に保育士が出向き、主に１～２歳児を対
象にした様々な遊びを楽しんだり、子育てや保育の相談を受けたりしま
す。

　新型コロナウイルス感染防止のため、交流事業は中止となりました。
その代替として、区保育所等地域連携担当職員が公園へ行き、各保育園
との交流を図るなかで相談支援を実施しました。

　公園を拠点とした複数園の園児・職員との交流は、遊びを
通じて学びあえることが多く、この事業に対する各施設の期
待は大きいものがあります。
　しかしながら、直接することが困難であるため、感染状況
を鑑みながら計画していく。

3
こども
未来局

多摩区
保育総
合支援
担当

178 玩具貸し出し事業

■目的・目標：地域で子ども・子育ての支援の充実を図るために、区内
に在住する乳幼児をもつ家庭、区内で子育て支援活動を行う団体・機関
等、その他保育所等・地域連携担当課長が特に認める団体・機関等に対
し、遊具等の貸出を行います。

■事業概要：対象団体や機関、施設に安全マットや玩具等を貸出し、子
どもの遊びや保育活動に利用してもらいます。

　例年通りの実施を行いました。新型コロナ禍で園外や外に出る機会が
少なくなったことで、地域の子育てサークルや保育所等では保育の充実
を図るため貸出希望が多かったです。

　現在の使用リストに画像をつけるなど、安心して玩具等を
借りられるように貸出リストの充実を図っていきます。

3
こども
未来局

多摩区
保育総
合支援
担当

179
「ママと遊ぼうパパ
もね」

■目的・目標：家庭で保育している親子を主な対象に楽しく集い遊ぶ場
の提供を地域の子育て支援者と協働で実施し、育児不安やストレスの軽
減、保護者同士の交流を推進します。

■事業概要：区内3か所を会場に、公私立認可保育園、主任児童委員、
民生委員児童委員、子育て支援センター等との協働により、子育てのフ
リースペースを開催し、親子のふれあい・交流・相談の場とします。

　近隣の同世代のお子さんを持つ保護者の交流の場として、また専門職
との子育て相談の場、保護者のリフレッシュの場として好評を得ていま
す。
　担当保育園を公立のみならず民間保育園にも広げ、連携の範囲を増や
すことができました。また、地道な広報によって参加者の人数を増やす
ことができ、周知が広がったことで、受付後にすぐに定員になることも
ありました。

　コロナ禍ではありますが広報の充実を図ることで、まだ地
域との繋がりができておらず、子育てに悩んでいる保護者な
どの新規の利用を促していきます。
　孤立化しやすい子育て環境にある家庭支援のためにも、広
報を充実し事業を継続します。

3
多摩区
役所

保育所
等・地
域連携
担当

180
保育体験等の子育て
支援事業

■目的・目標：子育てにゆとりと自信を持てるよう、保育体験や専門職
の各種講座を通して乳幼児の発達や発育、生活を知らせながら子育てに
対する悩みや不安の解消を促進します。

■事業概要：園児と一緒に保育カリキュラムに基いた生活や遊びが体験
できる保育体験や子育て講座等を実施します。

　体験保育、子育て講座については、例年は区内公立保育所である土渕
保育園、生田保育園、菅保育園の3園で実施していましたが、感染症防
止対策のため中止しました。
　新型コロナ禍において、子育てに不安を抱える保護者が増え虐待など
のリスクが高まることから、代替案として地域親子向けの子育てのワン
ポイントをお便りにし、ホームページに掲載しました。また、地域子育
て支援センターの子育て講座に保育士や看護師、栄養士などの専門職員
を派遣し、ニーズに応えました。

　市中感染の状況を鑑みて実施に向けて具体的な対策を行っ
ていきますが、対面式の講座ができない間は、オンラインを
使って講座を実施する予定です。
　体験保育については、まずは園庭開放を行い、園庭での交
流を通し年齢ごとの発達を知ってもらったり、そこで相談を
受けたりすることから始める予定です。

3
こども
未来局

多摩区
保育総
合支援
担当
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

重点
的
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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

(７)子どもの養育の支援
　親等に対し、子どもの
養育に必要な支援を行い
ます。また、親等が養育
に困難な状況にある場合
は、特に配慮した支援に
努めます。

⑭ 　各種の子育て支
援事業を行うほ
か、個別の支援を
必要とする子ども
を持つ親や、経済
的に困窮する等に
より子どもの養育
が困難な親等に対
して、状況に応じ
た必要な支援を行
います。

18条

181
外国人の子育てひろ
ば（多摩区）

■目的・目標：地域における身近な子育て関連情報を保護者等に幅広く
提供するために、子育て情報冊子等の配布、案内や、保護者同士の交流
を図るための集会等を実施します。

■事業概要：就学前の子どもを持つ外国人親子のためのフリースペース
の開設により言葉や習慣が違うなかでの子育ての支援を行います。

　地域で暮らす外国人親子の交流や情報交換を中心に毎月第2金曜日、
10時～12時、多摩市民館児童室で７回開催しました。４月～8月は新
型コロナウイルス感染症対策のため中止。参加人数の上限を設け、定期
的な換気やマスク着用、手指消毒の徹底等の対策を講じて９月から再開
しました。区内の子育てサークルの協力の元、季節にちなんだイベント
等を工夫して実施し参加親子の交流を深め仲間作りに務めました。特に
力を入れた取組は、地域の子育てに関する情報や施設の紹介です。

　孤立化しやすい子育て環境の支援、居場所の一つとして今
後も継続が必要です。事業を遂行するうえで、新型コロナウ
イルス感染症対策の徹底を続けていく必要があります。

3
多摩区
役所

生涯学
習支援
課

182
子育てひろば（多摩
区）

■目的・目標：地域における身近な子育て関連情報を保護者等に幅広く
提供するために、子育て情報冊子等の配布、案内や、保護者同士の交流
を図るための集会等を実施します。

■事業概要：0歳～２、３歳の子どもとその親に向けたフリースペース
を開設し、母親同士の交流や情報交換をすることで不安や悩みの軽減を
図ります。

　地域で暮らす親子の交流や情報交換を中心に毎月第1、2火曜日、10
時～12時、多摩市民館児童室で10回開催しました。４月～8月は新型
コロナウイルス感染症対策のため中止。参加人数の上限を設け、定期的
な換気、マスク着用、手指消毒の徹底等の対策を講じて９月から再開し
ました。区内の子育てサークルの協力の元、親子でゆったりと過ごす居
場所を提供しました。特に力を入れた取組は、親子で楽しめる手遊びや
季節にちなんだ工作、絵本読み聞かせ等を行い、フリーで過ごす中でも
共有する時間も大切にしながら参加親子の交流を深め仲間作りに務めま
した。

　地域の子育て中の親子の支援、居場所の一つとして今後も
継続が必要です。事業を遂行するうえで、新型コロナウイル
ス感染症対策の徹底を続けていく必要があります。

3
多摩区
役所

生涯学
習支援
課

(８)子育てしやすい環境
づくり
　事業者や市民に対し、
子育てがしやすい働き方
や職場環境に関する啓発
を行います。

⑮ 　仕事を持つ親等
が安心して子育て
しやすいよう、事
業者や市民に対

し、ワーク・ライ
フ・バランスの考
え方や取組につい
ての普及・啓発を

行います。

18条

183 44
麻生区子ども関連
ネットワーク会議
（再掲）

■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：区内で活動する子育てサークルや自主グループ相互の情報
共有・意見交換や交流の促進および活動を支援することを目的・目標と
した交流会を実施します。

　区内で活動している子育てサークル向けの講座をオンラインで開催
し、情報共有および意見交換を行いました。コロナ禍での活動状況やオ
ンライン活用方法などを共有し、子育てサークルの活動を支援しまし
た。

　活動の広報や担い手に課題を感じているサークルが多いこ
とから、引き続き交流会等を通じ、情報共有や意見交換によ
り、活動支援を継続する必要があります。また社会福祉協議
会でも同じ目的の交流会が行われているため、社会福祉法人
との役割分担や事業の整理を検討する必要があります。

3
麻生区
役所

地域ケ
ア推進
課

184
大学との連携による
子育て支援事業

■目的・目標：区内および隣接する大学等の資源を活かし、親と子が楽
しんで過ごす機会を提供し、子どもの健全な発達・発育を促進します。

■事業概要：「麻生区・６大学　公学協働ネットワーク」を活用した大
学との連携を通して、未就学の親子を対象に各種講座やコンサートなど
の子育て支援を行います。

　昭和音楽大学との連携では未就学児親子向けのコンサート、玉川大学
との連携で保護者向け講座を実施しました。子どもにとって魅力的な活
動を実施し、親子の関わりや子どもの発達に有意義な時間を提供するこ
とができました。

　定員を超える申込者のいる事業も多いですが、協働先の大
学のカリキュラム日程や安全確保の観点から規模の拡大は難
しい状況です。またコロナ禍で中止となった事業もあり、令
和３年度の開催に向け、感染対策を改めて検討し、地域にお
けるさまざまな社会体験ができるように、子ども向け事業を
実施し、子どもが活動に参加することを支援します。

3
麻生区
役所

地域ケ
ア推進
課

185
子育て人材バンク事
業

■目的・目標：区内で活動する子育てサークル等の活動を支援するとと
もに、子育てに関する知識や技術を有するボランティアの活躍の場を提
供します。

■事業概要：区内で活動する子育てサークル等に保育や遊びのボラン
ティアを派遣し、グループ活動の支援を行います。

　「麻生区子育て人材バンク事業」において、子育てグループに対して
子育てボランティアを５8名派遣し、グループ活動の支援を行いまし
た。
　新型コロナウイルス感染症の影響によるグループ活動の減少に伴い派
遣実績も減少したが、把握できているニーズに対しては対応することが
できました。

　より効果的かつより多くのグループが参加することができ
るよう工夫をする必要があります。

3
麻生区
役所

地域ケ
ア推進
課
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(８)子育てしやすい環境
づくり
　事業者や市民に対し、
子育てがしやすい働き方
や職場環境に関する啓発
を行います。

⑮ 　仕事を持つ親等
が安心して子育て
しやすいよう、事
業者や市民に対

し、ワーク・ライ
フ・バランスの考
え方や取組につい
ての普及・啓発を

行います。

18条

186
男女共同参画セン
ター（すくらむ２
１）事業

■目的・目標：子育て期にある男女が仕事を持つ親等が自分自身を大切
にしながら、仕事を持つ親等が安心して子育てできる環境づくりをサ
ポートします。

■事業概要：ワーク･ライフ･バランスなどの男女共同参画に関連する講
座やサロン、イベントの開催、市内の事業所や学校への出前講座の開催
等を通じ、事業者や市民に対する啓発を行います。

　男女共同参画センターにおいて、「育休パパとママのための職場復帰
セミナー＆カフェ」（計１回、参加６人）、「ふらっと育休子連れカ
フェ」（計７回、参加延べ２７人）、「私たちの身近なケアを学ぶ　ダ
ブルケア勉強会」（計８回、参加延べ６７人）、「イキメン講座（高津
区共催）」（計4回、参加延べ２２人）、「親子でのびのびお絵描きイ
ベント」（計１回、参加２１人）、「0歳児の親子のためのこころとこ
ころをつなぐ小さなお話会」（計9回、参加延べ１２８人）をそれぞれ
開催し、その他職場復帰を目指す方を対象とした講座開催により、仕事
と家庭の両立に向けた支援等を行いました。
　また、市内の団体、事業所、学校等から依頼を受け、出前講座を計１
６回（参加延べ人数５２５人）実施しました。
そのうち、市内の学校への出前講座では、市立今井中学校において「職
場のマナー講座」（参加１４１人）、市立柿生中学校において「職業講
話」（参加１５７人）をそれぞれ開催、その他の出前講座では、「はじ
めての育休講座」（参加７人）、「幼児を持つパパのための子育て講
座」（参加９人）、「手と手をギュ！親子でお外へ、つながる、まな
ぶ」（参加１１人）をそれぞれ開催しました。

　新型コロナウイルス感染症の拡大もあり、広く市民に啓発
を行っていくためには、オンライン形式での講座開催など、
手法を工夫することが必要です。 3

市民文
化局

人権・
男女共
同参画
室

187
ワーク・ライフ・バ
ランス推進事業

■目的・目標：子育て家庭に対し、ワーク・ライフ・バランスの考え方
や取組についての普及・啓発を行います。

■事業概要：事業者や住民が、仕事と家庭生活の調和の重要性を理解
し、働き方を見直す契機とするために、九都県市や４県市（神奈川県・
横浜市・川崎市・相模原市）で合同して広域的なワーク・ライフ・バラ
ンスの推進に取り組むとともに、市内在住・在勤の子育て中の方を対象
としたセミナーを開催し、ワーク・ライフ・バランスの啓発への取組を
推進します。

　九都県市の連携によるワーク・ライフ・バランスデーの広報活動を行
いました。また、子育て家庭を対象に、「現在働いている方、育休中・
産休中の方向け」セミナーを２回、「これから働き始める方、再就職希
望の方向け」セミナーを１回開催し、計29名の参加がありました。
（前年度はコロナの影響で中止）

　より多くの人にセミナーを受講してもらえるよう、広報を
強化していきます。また、セミナーの内容についても、受講
者のアンケート結果を参考に改善を図っていきます。

3
こども
未来局

企画課

⑯ 　児童相談所、区
役所及び地域の関
係機関との連携に
より、虐待につな
がる可能性のある
事例を早期に把握
し、発生を未然に
防ぎます。

19条

☆ 188
要保護児童対策地域
協議会

■目的・目標：児童福祉法第25条の2に規定する要保護児童対策地域
協議会の運営を適切に行います。

■事業概要：要保護児童等の適切な保護を図るため、各種関係機関によ
り構成される要保護児童対策地域協議会において情報交換や役割分担及
び支援計画等の協議を行い、児童虐待の早期発見、早期対応を図りま
す。

　要保護児童対策地域協議会（開催回数16回)において、情報交換、役
割分担、支援計画等の協議を行い、児童虐待の早期発見、要保護児童等
への適切な支援及び保護を実施しました。
　また、登園自粛期間中の対応として、市のホームページをはじめ、
様々な媒体を通じて相談窓口の周知を行うとともに、４月には学校に対
し、要保護児童対策地域協議会への登録児童の観察を依頼し、その結果
を区役所と共有、連携して必要な支援を実施しました。

　要保護児童等については、今後も地域ネットワークを活用
しての支援が見込まれるため、ネットワークの更なる強化を
行い効果的・具体的な連携を進めらるような取り組み等を進
め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

☆ 189
児童虐待防止に関す
る総合調整

■目的・目標：児童虐待防止のために必要な、本庁、区役所、児童相談
所等の関係機関の連携を推進します。

■事業概要：本庁、区役所、児童相談所間等、関係機関の連携により、
要保護児童等への適切な相談支援を実施するとともに、虐待の早期発
見、早期対応及び未然防止に努めます。

　本庁、区役所、児童相談所等、関係機関の連携により、要保護児童等
への適切な相談支援を実施しました。また、虐待の早期発見・早期対応
を図るとともに虐待の未然防止に努めました。

　育児不安、養育相談等、子どもに関する様々な問題に関す
る家族からの相談ニーズは高い状況が続いています。
引き続き、子どもに関する様々な問題につき、家庭その他か
らの相談に応じ、関係機関との連携のもと適切な支援を実施
します。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

⑰ 　親等による虐
待・体罰を防ぐた
め、乳幼児健診の
場や訪問事業等
で、親等に対する
虐待・体罰防止に
関する広報・啓発
を行います。

20条

☆ 190 乳幼児虐待予防事業

■目的・目標：親支援グループでのミーティングを通し、乳幼児虐待の
未然防止、重症化予防を図ります。

■事業概要：母子別室で母親が安心して語れる場面を保障し、自身の気
持ちや行動を振り返る機会となるよう、親支援グループミーティングを
実施します。

　各区みまもり支援センターにて、子育てがつらい等育児の悩みを抱え
ている母親の把握に努めながら、グループミーティングの運営を実施
し、虐待の未然防止、重症化防止を図りました。より適切な要支援者把
握及び対応が行えるよう、スーパーバイズを実施し、人材育成及び関係
機関の連携強化を図りました。

　今後も、育児に悩みを抱えている母親を対象にした虐待の
未然防止、重症化防止のためのグループミーディングの運営
と、スーパーバイズを実施し、人材育成及び連携強化を進め
ていきます。また、乳幼児健診や各種相談事業、訪問事業
等、他の母子保健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

(９)親等による虐待・体
罰の防止及び救済等
　親等による虐待・体罰
の未然防止及び予防に向
けた啓発活動の充実及び
虐待等の早期発見に努
め、虐待を受けた子ども
に対する迅速かつ適切な
救済、回復のための支援
を行います。
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

⑰ 　親等による虐
待・体罰を防ぐた
め、乳幼児健診の
場や訪問事業等
で、親等に対する
虐待・体罰防止に
関する広報・啓発
を行います。

20条

☆ 191
児童虐待防止啓発事
業

■目的・目標：川崎市子どもを虐待から守る条例第13条に基づき児童
虐待防止普及啓発活動を実施します。

■事業概要：児童虐待の発生の予防と社会的認識の向上のため、様々な
機会を捉えた啓発活動を行うとともに、関係機関等を対象とした研修会
などを実施します。

　11月の児童虐待防止推進月間を中心に、民生委員児童委員等関係団
体と連携し、啓発活動を実施し、川崎フロンターレホームゲームでの啓
発等、児童虐待の発生予防と社会的認識の向上に努めました。また、小
学生チームによるフットサル大会「オレンジリボンファミリーカップ」
については、新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止としまし
たが、新たに啓発用のアニメーション動画を作成し、動画による広報を
実施しました。

　虐待防止の認識向上を図る上で、コロナ禍での啓発のあり
方を検討するとともに、より効果的な啓発を行う必要があり
ます。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

☆ 192 189
児童虐待防止に関す
る総合調整（再掲）

■目的・目標：児童虐待防止のために必要な、本庁、区役所、児童相談
所等の関係機関の連携を推進します。

■事業概要：本庁、区役所、児童相談所間等、関係機関の連携により、
要保護児童等への適切な相談支援を実施するとともに、虐待の早期発
見、早期対応及び未然防止に努めます。

　本庁、区役所、児童相談所等、関係機関の連携により、要保護児童等
への適切な相談支援を実施しました。また、虐待の早期発見・早期対応
を図るとともに虐待の未然防止に努めました。

　育児不安、養育相談等、子どもに関する様々な問題に関す
る家族からの相談ニーズは高い状況が続いています。
引き続き、子どもに関する様々な問題につき、家庭その他か
らの相談に応じ、関係機関との連携のもと適切な支援を実施
します。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

⑱ 　各種相談事業
や、児童相談所、
区役所等の関係機
関及び地域の連携
により、虐待から
の救済及び回復に
努めます。

20条

☆ 193 147
児童家庭相談事業
（再掲）

■目的・目標：子どもが心身ともに健やかに生まれ育ち、その持てる力
を最大限に発揮することができるよう子ども及びその家庭を援助しま
す。

■事業概要：子どもに関する様々な問題につき、家庭その他からの相談
に応じ、子どもが有する問題又は子どものニーズ、子どもの置かれた環
境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に最も効果的な援助を行
い、もって子どもの福祉を図るとともに、その権利を擁護します。

　子どもに関する様々な問題につき、家庭その他からの相談に応じ、区
役所及び児童相談所等関係機関との連携のもと適切な支援を実施しまし
た（令和２年度相談受付件数9,082件）。

　問題を抱えた家庭・児童への相談は今後も増えると予想さ
れることから、区役所及び児童相談所等関係機関のより効果
的な連携の充実に向けた取り組み等を進めていく必要があり
ます。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

☆ 194 児童相談所相談事業

■目的・目標：児童虐待や複雑・困難化する児童家庭相談に対し、専門
性を生かした相談援助を行うとともに、支援が必要な児童の一時保護、
里親・施設入所措置等を行います。

■事業概要：相談ニーズの適切な把握と児童の意思や気持ちを尊重し、
子どもが解決の主体となれるプロセスを尊重した適切な相談援助を実施
します。

　複雑・多様化する児童相談に適切に対応するため、職員一人ひとりの
専門性の向上に取り組み、児童に関する専門相談機関として、児童の意
思や気持ちを尊重した相談支援に努めました。

　児童の意思や気持ちを尊重し、子どもが解決の主体となれ
るプロセスを尊重した適切な相談援助体制構築の必要は高
く、職員の専門性向上が必須です。
　引き続き職員の専門性の向上に取り組み、児童に関する専
門相談機関として、児童の権利を尊重した相談援助を実施し
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

☆ 195
児童虐待防止セン
ター事業

■目的・目標：児童虐待に関する通報・相談を２４時間３６５日受け付
ける体制を構築することで、児童虐待を早期に発見するとともに、虐待
を受けた児童の迅速かつ適切な対応や保護、支援等につなげます。

■事業概要：子どもの虐待の通報や子育て不安に関する相談について、
２４時間３６５日の電話相談を実施します。

　虐待通告及び子育ての不安・悩みへの適切な相談援助により、虐待の
早期発見・早期対応に努めました。（令和２度相談受付件数：2,858
件）

　児童虐待防止センターの周知を行い、今後も児童虐待を早
期に発見するとともに、虐待を受けた児童の迅速かつ適切な
対応や保護、支援等につなげていきます。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

(９)親等による虐待・体
罰の防止及び救済等
　親等による虐待・体罰
の未然防止及び予防に向
けた啓発活動の充実及び
虐待等の早期発見に努
め、虐待を受けた子ども
に対する迅速かつ適切な
救済、回復のための支援
を行います。
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(９)親等による虐待・体
罰の防止及び救済等
　親等による虐待・体罰
の未然防止及び予防に向
けた啓発活動の充実及び
虐待等の早期発見に努
め、虐待を受けた子ども
に対する迅速かつ適切な
救済、回復のための支援
を行います。

⑱ 　各種相談事業
や、児童相談所、
区役所等の関係機
関及び地域の連携
により、虐待から
の救済及び回復に
努めます。

20条

☆ 196
人権オンブズパーソ
ン相談・救済事業

■目的・目標：子どもの権利の侵害について、相談及び救済の申立てを
簡易に、かつ安心して行うことができ、市民の理解と相互の協調の下に
迅速かつ柔軟に救済を図ります。

■事業概要：子どもの権利の侵害に関する相談に対する助言及び支援を
行うとともに、関係機関と連携して 救済申立てに関する調査・調整等
を実施します。

　子どもの権利の侵害に関する相談を受け付けて、相談者に寄り添い、
相談者自身の力で問題解決が図れるよう適切な助言や支援を行うととも
に、関係機関と連携して救済申立てに関する調査・調整等を行いまし
た。

　引き続き、子どもの権利の侵害に関する相談について、相
談者自身の力で問題解決が図れるよう適切な助言や支援を行
うこと、また、救済申立てについては、関係機関等と連携し
迅速かつ的確な調査・調整等を行うことが求められます。

3

市民オ
ンブズ
マン事
務局

人権オ
ンブズ
パーソ
ン担当

☆ 197
川崎市立学校イン
ターネット問題相談
窓口

■目的・目標：川崎市立学校インタ－ネット問題に対する相談業務にお
ける環境を整備し、その充実を図ります。インタ-ネットや携帯電話で
のいじめ・いやがらせ・トラブルや依存などのインタ－ネット問題に対
する相談業務の窓口役を果たします。

■事業概要：ネットいじめやインタ－ネットトラブル(SNS,、チェーン
メール、課金請求、依存など)で困っている子どもや保護者からの電
話、メール相談を受け付け、関係機関等と連携しながら早期解決をめざ
します。

　今年度のインターネットトラブル関連の相談件数は、41件ありまし
た。グループ間トラブルの相談が９件と最も多く、次いでＳＮＳへの書
き込みや投稿内容の削除要望に関する内容の相談が６件となっていま
す。
　今年度も子どもたちを守るための啓発資料として「川崎市版保護者向
けインターネットガイド（Ａ３表裏１枚）」を作成し、全市立学校の小
学校１年生から高等学校３年生まで全児童生徒を通してその保護者に配
布するとともに、全市立学校全教職員に配布しました。

　今年度も川崎市立学校のインターネット問題に対する相談
業務として、インスタグラム等最新のＳＮＳの相談や、状況
に応じて他機関と連携する等、さまざまな対応をしました。
引き続き相談窓口の一層の周知と、子どもが困ったことや悩
みをいつでも相談できるように、また様々な相談に迅速に対
応することができるように、川崎市立学校インターネット問
題連絡協議会等の機会を生かして他機関との円滑な連携を継
続する必要があります。

3
教育委
員会事
務局

情報・
視聴覚
センタ
－

☆ 198 ２４時間電話相談

■目的・目標：子ども自身や保護者の悩み等を２４時間いつでも相談で
きる体制を整えます。

■事業概要：子ども自身の悩みや、保護者の子育てに関する悩み等につ
いて、電話相談によって対応します。

　児童生徒や保護者の相談に即応できるよう、年末年始を含め、24時
間相談を受付できる体制を継続しました。また、全市立学校児童生徒に
ＱＲコードを掲載した電話相談紹介カードを配布し、より相談しやすく
なるよう工夫しました。今年度は、205件の相談に対応し、相談の内
容によって他機関との連携を図りました。

　児童生徒や保護者の相談に即応できるよう、年末年始を含
め、24時間相談を受付できる体制を継続しました。また、
全市立学校児童生徒にＱＲコードを掲載した電話相談紹介
カードを配布し、より相談しやすくなるよう工夫しました。
課題としては、相談窓口の一層の周知と、子どもが困ったこ
とや悩みをいつでも相談できるように、また様々な相談に迅
速に対応することができるように、他機関との円滑な連携を
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

☆ 199 教育相談事業

■目的・目標：友人関係やいじめの問題、不登校等に関する相談を行
い、子ども、保護者を支援します。

■事業概要：子ども自身の悩みや、保護者の子育てに関する悩み等につ
いて、来所面接相談や電話相談によって対応します。

　来所面接相談では、１０１件の新規相談があり、約7割近くが不登校
に関する相談で、子どもたち、保護者を支える教育相談活動を行いまし
た。また、電話相談では、６２０件の相談に対応し、相談の内容によっ
て他機関との連携を図りました。
　総合教育センターのホームページに相談のご案内を掲載し、相談窓口
の周知を図りました。

　友人関係やいじめの問題、不登校等に関する相談等、子ど
も自身の悩みや、保護者の子育てに関する悩み等について、
来所面接相談や電話相談によって対応し、支援を行いまし
た。課題としては、子どもが困ったことや悩みを安心して相
談できる体制を整え、様々な相談のニーズに応じて、学校や
関係機関と連携し、迅速に対応するためにも、相談員の相談
技能の向上と相談窓口の一層の周知を図る必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

☆ 200
スクールカウンセ
ラーの配置・活用

■目的・目標：市立学校における不登校・いじめなどへの対応に、心理
の専門性を生かしたカウンセリング等を行うためカウンセラーを配置等
し、子ども、保護者を支援します。

■事業概要：各学校に、専門的知識･経験を持つカウンセラーを配置、
派遣し、教職員とは異なる側面から教育相談に応じます。また、教職員
との情報共有などを通じて連携を図りながら、子ども・保護者への多面
的な相談体制の構築をめざします。

　スクールカウンセラーを市立中学校へ全校配置、学校巡回カウンセ
ラーを市立小学校・特別支援学校に要請に応じて派遣、高等学校へは計
画的に派遣することにより、各校における相談体制の充実を図り、子ど
もたち、保護者への教育相談や、教職員への助言等を行いました。
　中学校52校のカウンセラーによる相談は述べ20,878名、小学校・
特別支援学校では延べ1,058名、高等学校では延べ1,087名の相談が
ありました。事件事故等による緊急配置も迅速に行い対応しました。

　学校における教育相談活動を継続し、子どもが困ったこと
や悩みを安心して相談できる体制を整え、いじめや不登校等
を未然防止、早期解決するためにも、専門性を生かした相談
体制の構築を図る必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

(１０)育ち・学ぶ施設等
の環境整備・安全管理
　子どもが自ら育ち、学
べるよう、育ち・学ぶ施
設等における環境整備を
行います。また施設の安
全管理体制を整備し、子
どもの安全を確保しま
す。

⑲ 　学校や子ども夢
パーク、こども文
化センター等にお
いて、親等や地域
の住民と連携を図
りながら、子ども
が自ら育ち、学べ
るよう環境を整備
します。

21条

201 こども文化センター

■目的・目標：自由に遊び、学びあいながら、児童の自主性・創造性・
協調性を養います。

■事業概要：児童厚生施設として地域住民等と連携しながら、児童に健
全な遊びを与えて、その健康を増進するとともに、情操を豊かにし、
もって児童の健全な育成を図ります。

　各こども文化センターにおいて、工作教室やその他体験事業等、地域
住民や関係機関と連携した種々の事業を行い、子どもの権利に配慮しな
がら、子どもが自ら育ち、学べるよう、児童厚生施設として児童の健全
な育成を図りました。（令和2年度については新型コロナウイルス感染
症の影響により事業の実施回数は減少しています。）
　具体的には、普段のコミュニケーション、意見箱、こども運営会議を
通じてスタッフが子どものやりたいことに耳を傾け、こども文化セン
ターの行事において企画を含めてこどもが担う機会を提供して、活動を
支援しています。また、地域交流・多世代交流などで多くの高齢者を含
めた大人と子どもが触れ合い、絵画や工作品の展示会など自らを表現で
きる機会を提供して、活動を支援しています。

　引き続き、子どもの居場所を提供するだけでなく、子ども
の権利に配慮して子どもが育ち、学べるよう、健全育成を
図っていく必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１０)育ち・学ぶ施設等
の環境整備・安全管理
　子どもが自ら育ち、学
べるよう、育ち・学ぶ施
設等における環境整備を
行います。また施設の安
全管理体制を整備し、子
どもの安全を確保しま
す。

⑲ 　学校や子ども夢
パーク、こども文
化センター等にお
いて、親等や地域
の住民と連携を図
りながら、子ども
が自ら育ち、学べ
るよう環境を整備
します。

21条

202 子ども夢パーク事業

■目的・目標：条例第27条に基づき、子どもの居場所の確保等のため
の取組を実施します。

■事業概要：子どもの活動拠点として、また子どもなら誰でも利用でき
る施設として、地域住民等と連携しながら、子どもの意見表明・参加を
実践できる事業を実施します。

　子どもが自由に遊べる居場所を確保することができました。
　各種行事の実施に当たって子ども運営委員会を組織するなど、多くの
子どもの意見を反映させるとともに、子ども自身が企画、実施に携わり
ました。子どもが意見を表明し、尊重されることを保障することで、子
どもの自主的及び自発的な参加活動を支援することができました。

　コロナ禍においても、子どもの居場所の確保等のための取
組に努める必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

203 学校教育推進会議

■目的・目標：地域と学校が協力し支え合う、よりいっそう開かれた学
校づくりの推進を図ります。

■事業概要：児童生徒、保護者、地域住民、教職員、有識者等が、学校
長から学校運営等について説明を受け、意見を述べる機会として設置
し、教育目標、教育活動等に関し、定期的に話し合います。

　各校において、定期的に「学校教育推進会議」を開催し、学校長と児
童生徒、保護者、地域住民、教職員、有識者等が、教育目標、教育活動
等について話し合いました。

　コロナ禍でも、学校評価の報告の仕方を工夫するなどし
て、学校と家庭・地域が、子どもたちの学びや生活の様子を
共有できました。
　感染防止のために、多くの学校では、児童生徒との直接の
話し合いをもてませんでした。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

204
学校運営協議会制度
推進事業

■目的・目標：地域と家庭、学校が一体となって子どもを育てる「地域
ともにある学校」をめざし、地域住民等との連携・協働を促進します。

■事業概要：保護者や地域住民等が、学校運営の基本方針を承認し、学
校運営支援等について定期的に協議することで、地域の創意工夫を活か
した特色ある学校づくりをめざした学校運営の推進を図ります。

　「学校運営協議会」の設置校（コミュニティ・スクール）において
は、児童生徒の意見を聞いたり、子どもたちが様々な活動に主体的に参
加していけるような環境づくりを推進しました。

　コロナ禍でも、子どもたちが安心して学校生活が送るため
の支援の在り方を協議したり、学校の取組を家庭と地域が共
有したりすることができました。
　感染防止のために、協議会の回数や時間を減らしたり、児
童生徒と直接かかわる取組を中止したりしました。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

⑳ 　保育園や学校、
こども文化セン
ター等におけるバ
リアフリー化等、
子どもの自主的な
活動が安全の下で
保障されるよう、
安全管理体制を整
備します。

22条

205 安全管理事業

■目的・目標：保育所内での会議や安全点検及び研修を通して、職員一
人一人の安全管理についての意識の向上を図ります。
■事業概要：各保育所において、園長の管理のもと、安全点検表を作成
し、施設設備、遊具、玩具、用具、園庭等を定期的に点検し、安全性の
確保や機能の保持に努めます。また安全管理研修を実施します。

　各園で安全点検表を作成し、施設設備、遊具、玩具、園庭等の安全点
検を実施し、危険個所・改善点などについて職員会議で周知し、安全性
の確保や機能の保持に努めました。

　各園で実施している定期的な園舎内外の安全点検や会議を
通して職員の安全管理についての意識が向上しました。

3
こども
未来局

運営管
理課

206 事故防止事業

■目的・目標：事故事例研修や事故報告書の分析結果を基に、職員の事
故防止への意識向上を図ります。

■事業概要：保育所における乳幼児の事故事例を基に研修を実施し、周
知徹底を図り、再発防止に繋げます。また、各園においてヒヤリハット
記録を実施、分析し日常的な事故予防対策に努めます。

　事故報告書・ヒヤリハット記録について、職員間で情報を共有すると
ともに、職場全体で事故当時の状況を検証・検討し、事故予防対策に努
めました。

　事故報告書・ヒヤリハット記録について、職員間で共有・
検証・検討を行い、事故の再発防止に努め、検証結果を基に
職員の自己節への意識向上を図りました。

3
こども
未来局

運営管
理課

207
こども文化センター
の施設整備

■目的・目標：老朽化施設を改修するとともに、バリアフリーにも配慮
し、全ての子どもが利用しやすい施設にします。

■事業概要：児童にとって安心、快適な居場所となるよう、老朽化した
設備等を改修し、利用しやすい環境を整備します。

２施設の外壁工事や５施設の屋上防水工事を行うなど老朽化した施設を
改修するとともに、4施設の誘導ブロック、1施設の階段手摺の設置な
どバリアフリーの理念に基づいた施設整備を行いました。

　引き続き、老朽化する施設の改修等施設整備を実施し、子
どもが安心・安全に活動できる環境づくりを進めていく必要
があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１０)育ち・学ぶ施設等
の環境整備・安全管理
　子どもが自ら育ち、学
べるよう、育ち・学ぶ施
設等における環境整備を
行います。また施設の安
全管理体制を整備し、子
どもの安全を確保しま
す。

⑳ 　保育園や学校、
こども文化セン
ター等におけるバ
リアフリー化等、
子どもの自主的な
活動が安全の下で
保障されるよう、
安全管理体制を整
備します。

22条

208
わくわくプラザ室の
施設整備

■目的・目標：わくわくプラザ登録児童、利用児童の増加により、狭あ
いとなった施設の解消のため整備を行います。

■事業概要：児童にとって安心、快適な居場所となるよう、利用しやす
い環境を整備します。

　空調設備、手洗い場及びトイレの補修工事などを行いわくわくプラザ
の施設の整備等を行うとともに、学校と協議し特別教室を利用させても
らうなどして、狭あい施設の解消を行いました。

　引き続き、学校施設の活用や施設の整備等を実施し、子ど
もが過ごしやすい環境づくりを進めていく必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

209
安全で快適な教育環
境整備事業

■目的・目標：児童・生徒に安全・安心で快適な教育環境を整備し、提
供します。

■事業概要：児童・生徒をはじめ保護者等よりニーズの高いトイレの快
適化やエレベータの設置など施設のバリアフリー化を推進し、教育環境
の向上を図ります。

児童・生徒をはじめ保護者等のニーズをふまえ、次のとおり実施しまし
た。
①学校トイレ快適化を44校で実施（99校完了）
また、施設のバリアフリー化として、次のとおり実施ました。
②既存校のエレベータ設置を6校で実施（158校完了）

①学校トイレの快適化については、取り組みを強化し、令和
４年度までに全校のトイレ快適化を完了します。
②エレベータの設置については、老朽化対応も検討しながら
今後も継続して事業に取り組みます。

2
教育委
員会事
務局

教育環
境整備
推進室

210 学校安全対策事業

■目的・目標：地域全体で学校安全に取り組み、安全・安心な学校づく
りを行います。

■事業概要：警察官ＯＢをスクールガード・リーダーとして委嘱し、巡
回指導やスクールガード（学校安全ボランティア）の指導育成などの防
犯対策を実施します。さらに児童の登下校時の安全確保を図るために、
通学路の整備や地域交通安全員の配置を行います。

　今年度はスクールガード・リーダーを２５名配置し、通学路上の巡回
や学校への指導助言、学校安全ボランティアの指導等、各学校における
防犯対策の取組を実施しました。また、スクールサポーター・各区指導
主事との情報共有を目的とした連絡調整会議も開催しました。地域交通
安全員の配置状況を確認し、新規箇所の認定等適正な配置を行いまし
た。

　スクールガード・リーダーや地域交通安全員の配置によ
り、児童生徒の登下校時における安全確保に向けた取組を進
めました。さらなる効果的な運用のために、学校、地域の
方々及び関係機関等にスクールガード・リーダーと地域交通
安全員の活動の周知を行うとともに、協力・連携体制を図り
ながら学校安全体制の向上に努めていきます。

2
教育委
員会事
務局

健康教
育課

(１１)育ち・学ぶ施設等
の職員の虐待・体罰の
防止及び相談・救済等
　育ち・学ぶ施設等の職
員に対し、子どもへの虐
待及び体罰の防止に関す
る啓発を行います。ま
た、子どもへの虐待及び
体罰に関する相談体制を
整備するほか、関係機関
と連携を図り、子どもの
救済及び回復に努めま
す。

㉑ 　条例や虐待防止
に関する啓発資料
等の配布、各種研
修の実施等によ
り、育ち・学ぶ施
設の職員に対し、
子どもへの虐待及
び体罰の防止につ
いて啓発します。

23条

☆ 211
保育園長を対象とし
た研修会の開催

■目的・目標：各保育園園長を対象に、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保育活動の推進を図ります。

■事業概要：「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を対象に、研修会を実施し、子どもの権利への
意識向上に繋げます。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止対策に伴い、予定していた大規模
研修等は実施しませんでしたが、各区保育総合支援担当及び各区保育・
子育て総合支援センターから情報発信したり園に出向いて研修を実施す
る中で、「子どもの権利」等に関しての理解の促進を図りました。

　新型コロナウィルス感染症拡大防止に対応しながら、「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の
理解促進が課題となりました。各区保育総合支援担当及び各
区保育・子育て総合支援センターからの情報発信や小規模研
修をとおして子どもの権利への意識向上を図りました。

3
こども
未来局

運営管
理課

☆ 212 14
保育園における職場
研修（子どもの権
利）（再掲）

■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：保育園等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

☆ 213

子どもの権利に関す
る条例のパンフレッ
ト等による広報（施
設職員）

■目的・目標：条例パンフレット等の配布を通じて、市内学校の児童生
徒や子育て施設の職員が川崎市子どもの権利条例を知り、理解を深める
ために事業を実施します。

■事業概要：条例理解のためのパンフレット等を学校や子どもに関わる
施設に配布をすることにより、施設職員の子どもの権利への理解を促進
します。

　保育園での園内研修、区内の認可保育所園長連絡会議、各施設の研
修、会議等の際に、子どもの権利に関する条例のパンフレット等を提供
しており、延べ2,832部配布し周知に努めました。

　より広く周知するために、区役所等と連携を取り、講師の
人員を増やす仕組みづくりをしていく必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１１)育ち・学ぶ施設等
の職員の虐待・体罰の
防止及び相談・救済等
　育ち・学ぶ施設等の職
員に対し、子どもへの虐
待及び体罰の防止に関す
る啓発を行います。ま
た、子どもへの虐待及び
体罰に関する相談体制を
整備するほか、関係機関
と連携を図り、子どもの
救済及び回復に努めま
す。

㉑ 　条例や虐待防止
に関する啓発資料
等の配布、各種研
修の実施等によ
り、育ち・学ぶ施
設の職員に対し、
子どもへの虐待及
び体罰の防止につ
いて啓発します。

23条

☆ 214 19
子どもに関わる職員
等への研修の実施
（再掲）

■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

☆ 215
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：子どもに関する関係部署や関係機関等に対して児童虐待防
止等をはじめとした子どもの権利に関する研修を実施します。

　児童相談所新任職員研修（参加者３７人）にて弁護士による子どもの
権利をテーマとした研修を実施するとともに、保育園等関係機関への研
修講師派遣を通じて、行政職員を中心に子どもの権利の意識向上を図り
ました。

　引き続き、児童家庭相談部門の職員への研修を継続し、支
援の基本となる子どもの権利の理解を深めていきます。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

☆ 216 26
体罰防止についての
意識啓発（再掲）

■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＞～」を使用し、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

☆ 217 27
人権尊重教育推進担
当者研修（再掲）

■目的・目標：子どもへの虐待及び体罰、いじめの防止について啓発し
ます。

■事業概要：教職員に対して実践報告会や交流会などの研修を行い、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

☆ 218
校長を対象とした研
修会の開催

■目的・目標：子どもへの虐待及び体罰、いじめの防止について啓発し
ます。

■事業概要：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。

　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
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１１)育ち・学ぶ施設等
の職員の虐待・体罰の
防止及び相談・救済等
　育ち・学ぶ施設等の職
員に対し、子どもへの虐
待及び体罰の防止に関す
る啓発を行います。ま
た、子どもへの虐待及び
体罰に関する相談体制を
整備するほか、関係機関
と連携を図り、子どもの
救済及び回復に努めま
す。

㉑ 　条例や虐待防止
に関する啓発資料
等の配布、各種研
修の実施等によ
り、育ち・学ぶ施
設の職員に対し、
子どもへの虐待及
び体罰の防止につ
いて啓発します。

23条

☆ 219 教職員研修

■目的・目標：体罰やいじめ防止などの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、各学校
での人権尊重教育の在り方や進め方について学びます。

　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

㉒ 23条

☆ 220 87
児童養護施設等に入
所する子どもの権利
ノート活用（再掲）

■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

☆ 221
相談カード「ひとり
で悩まないで」の作
成、配布

■目的・目標：様々な悩みを抱える児童生徒に対して、相談できるとこ
ろを紹介し、ひとりで悩むことなく早期解決を図るための取組を行いま
す。

■事業概要：児童生徒、教職員に対して様々な相談機関を記載したカー
ドを配布し、個別の悩みに対して救済する支援を行います。

　子どもたちにとって、より使いやすい相談カードとなるよう、相談窓
口の掲載の仕方を再度見直しました。作成した相談カードは、市内の
小、中、高校、特別支援学校に在籍する児童生徒の他にも、区役所や総
合教育センターなどにも配布し、様々なところから情報を得て子どもた
ちが相談できるような環境づくりを行いました。
　聾学校に在籍する児童生徒にとって使いやすくするため、メールで相
談できるサイトにアクセスできるＱＲコードを引き続き掲載しました。

　子どもたちにとってより使いやすいカードにしたり、学
校、関係諸機関で配布できたことで、一人ひとりに相談でき
る機関があることを伝えることができました。また、聾学校
の児童生徒のため、QRコードを付けることで、環境の設定
を進めることができました。
　カードを配布することで、児童生徒一人ひとりに相談機関
を伝えることはできましたが、「困ったときに相談してい
い」という意識の醸成は、他の事業と合わせて引き続き行う
必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

☆ 222
スクールソーシャル
ワーカーの配置・活
用

■目的・目標：教育の分野に加え、社会福祉等に関する専門的な知識や
技術を用いて、課題を抱えた児童生徒が置かれた環境への働きかけや関
係機関とのネットワークの構築など、多様な手法を用いて課題解決への
対応を図ります。

■事業概要：スクールソーシャルワーカーを市立学校に派遣し、①課題
を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ ②相談関係機関等との
ネットワークの構築、連携・調整 ③学校内におけるチーム体制の構築
への協力 ④保護者、教職員等への支援・相談・研修活動 等を行いま
す。

　各区に１名以上（全８名）のスクールソーシャルワーカーを配置し、
課題を抱えた児童生徒に対し直接相談を受けたり、支援を求める家庭を
必要な関係機関につなげたりするなど、多様な手法を用いて課題解決へ
の対応を図りました。
　月１回程度、スクールカウンセラーや児童生徒指導担当者、児童相談
所等の関係機関との連絡会議を行い、子どもへの虐待や体罰防止、いじ
め防止等について、連携体制の強化を図りました。

　支援を求める児童生徒及び保護者について、学校からの要
請に対して、地域支援課や児童相談所等の関係機関と連携し
ながら課題の解決を図りました。
　潜在的・多様なニーズに応えられるように、各家庭へのス
クールソーシャルワーカーの認知を広め、更なる相談機能の
強化を進めていく必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

☆ 223
電話相談ホットライ
ン

■目的・目標：子どもや保護者等が抱えている悩みの相談・対応を行い
ます。

■事業概要：学校内外での人間関係などに不安を感じている人や悩んで
いる人向けに、電話相談ホットラインを開設し、相談体制の構築を図り
ます。

　学校内外を問わず、児童生徒自身や知人の生命、心身、財産に重大な
被害が生じたとき、又は、生じる危険があると判断したときに、通報・
相談できるように「24時間子供SOS電話相談」が開設されており、緊
急を要する場合には関係課に電話を転送して、ただちに対応できる体制
を整えています。また、携帯電話やスマートフォンに登録し、番号を
タップすると連絡がつく仕組みを導入し、対応しています。

　任意相談であるため相談者の特定や事態の改善に向けたよ
り具体的な情報収集の方法が課題です。

3
教育委
員会事
務局

指導課

　育ち・学ぶ施設
において、各種相
談カードの配布や
スクールカウンセ
ラーの配置、ス
クールソーシャル
ワーカーの派遣
等、子どもが虐待
や体罰について相
談しやすい環境を
整備するほか、関
係機関との連携に
より、子どもの救
済及び回復を迅速
に進めます。



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１１)育ち・学ぶ施設等
の職員の虐待・体罰の
防止及び相談・救済等
　育ち・学ぶ施設等の職
員に対し、子どもへの虐
待及び体罰の防止に関す
る啓発を行います。ま
た、子どもへの虐待及び
体罰に関する相談体制を
整備するほか、関係機関
と連携を図り、子どもの
救済及び回復に努めま
す。

㉒ 23条

☆ 224 199
教育相談事業（再
掲）

■目的・目標：友人関係やいじめの問題、不登校等に関する相談を行
い、子ども、保護者を支援します。

■事業概要：子ども自身の悩みや、保護者の子育てに関する悩み等につ
いて、来所面接相談や電話相談によって対応します。

　来所面接相談では、１０１件の新規相談があり、約7割近くが不登校
に関する相談で、子どもたち、保護者を支える教育相談活動を行いまし
た。また、電話相談では、６２０件の相談に対応し、相談の内容によっ
て他機関との連携を図りました。
　総合教育センターのホームページに相談のご案内を掲載し、相談窓口
の周知を図りました。

　友人関係やいじめの問題、不登校等に関する相談等、子ど
も自身の悩みや、保護者の子育てに関する悩み等について、
来所面接相談や電話相談によって対応し、支援を行いまし
た。課題としては、子どもが困ったことや悩みを安心して相
談できる体制を整え、様々な相談のニーズに応じて、学校や
関係機関と連携し、迅速に対応するためにも、相談員の相談
技能の向上と相談窓口の一層の周知を図る必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

☆ 225 200
スクールカウンセ
ラーの配置・活用
（再掲）

■目的・目標：市立学校における不登校・いじめなどへの対応に、心理
の専門性を生かしたカウンセリング等を行うためカウンセラーを配置等
し、子ども、保護者を支援します。

■事業概要：各学校に、専門的知識･経験を持つカウンセラーを配置、
派遣し、教職員とは異なる側面から教育相談に応じます。また、教職員
との情報共有などを通じて連携を図りながら、子ども・保護者への多面
的な相談体制の構築をめざします。

　スクールカウンセラーを市立中学校へ全校配置、学校巡回カウンセ
ラーを市立小学校・特別支援学校に要請に応じて派遣、高等学校へは計
画的に派遣することにより、各校における相談体制の充実を図り、子ど
もたち、保護者への教育相談や、教職員への助言等を行いました。
　中学校52校のカウンセラーによる相談は述べ20,878名、小学校・
特別支援学校では延べ1,058名、高等学校では延べ1,087名の相談が
ありました。事件事故等による緊急配置も迅速に行い対応しました。

　学校における教育相談活動を継続し、子どもが困ったこと
や悩みを安心して相談できる体制を整え、いじめや不登校等
を未然防止、早期解決するためにも、専門性を生かした相談
体制の構築を図る必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

(1２)育ち・学ぶ施設等
におけるいじめの防止
及び相談・救済等
　いじめの防止を図るた
め、子どもに対して子ど
もの権利についての啓発
を行い、施設の職員に対
してはいじめ防止に関す
る研修を実施します。ま
た、いじめに関する相談
体制の整備を行うほか、
関係機関と連携を図り、
子どもの救済及び回復に
努めます。

㉓ 　子ども自身が子
どもの持つ権利を
理解して、権利侵
害から身を守れる
よう、権利学習派
遣事業等により子
どもの権利学習を
推進します。

24条

☆ 226 4
権利学習派遣事業
（再掲）

■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

☆ 227
6

102
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

☆ 228
11

112
子どもの権利に関す
る週間（再掲）

■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

　育ち・学ぶ施設
において、各種相
談カードの配布や
スクールカウンセ
ラーの配置、ス
クールソーシャル
ワーカーの派遣
等、子どもが虐待
や体罰について相
談しやすい環境を
整備するほか、関
係機関との連携に
より、子どもの救
済及び回復を迅速
に進めます。



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(1２)育ち・学ぶ施設等
におけるいじめの防止
及び相談・救済等
　いじめの防止を図るた
め、子どもに対して子ど
もの権利についての啓発
を行い、施設の職員に対
してはいじめ防止に関す
る研修を実施します。ま
た、いじめに関する相談
体制の整備を行うほか、
関係機関と連携を図り、
子どもの救済及び回復に
努めます。

㉓ 　子ども自身が子
どもの持つ権利を
理解して、権利侵
害から身を守れる
よう、権利学習派
遣事業等により子
どもの権利学習を
推進します。

24条

☆ 229
27

217
人権尊重教育推進担
当者研修（再掲）

■目的・目標：子どもへの虐待及び体罰、いじめの防止について啓発し
ます。

■事業概要：教職員に対して実践報告会や交流会などの研修を行い、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

㉔ 　育ち・学ぶ施設
におけるさまざま
な職種の職員に対
し、個々の業務に
即した内容で、い
じめ防止のための
子どもの権利に関
する研修を行いま
す。

24条

☆ 230 218
校長を対象とした研
修会の開催（再掲）

■目的・目標：子どもへの虐待及び体罰、いじめの防止について啓発し
ます。

■事業概要：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。

　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

☆ 231 219 教職員研修（再掲）

■目的・目標：体罰やいじめ防止などの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、各学校
での人権尊重教育の在り方や進め方について学びます。

　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

☆ 232 31
スクールカウンセ
ラー研修（再掲）

■目的・目標：いじめ、不登校等の未然防止、早期解決等のために、必
要な知識や方策について理解を図ります。

■事業概要：市立中学校に配置しているスクールカウンセラー及び市立
各学校に派遣している学校巡回カウンセラーを対象に、教育相談につい
ての研修を実施し、子どもの権利についての理解促進と児童生徒への教
育相談活動の充実を図ります。

　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

㉕ 24条

☆ 233
人権オンブズパーソ
ン広報・啓発事業

■目的・目標：子どもがいじめ・体罰・家庭内暴力等から逃れることが
できるよう、安心して相談ができ、簡単に救済の申立てができる人権オ
ンブズパーソン制度について広報します。

■事業概要：人権オンブズパーソン子ども相談カードやポスター、パン
フレットの配布や動画の放映等を行い、制度の周知と利用の促進を図り
ます。

　人権オンブズパーソン子ども相談カードを市内の小・中・高等学校の
全児童・生徒に配布したほか、保護者用チラシを市内の保育園・幼稚園
園児の保護者や小学校の児童の保護者にも学校を通して配布しました。
また、ポスターを学校などの関係施設や市内広報掲示版へ掲出したほ
か、広報パネルを区役所やアゼリア広報コーナー等で展示しました。そ
の他、ＰＲ動画をアゼリアビジョン等で放映しました。

　引き続き、子どもがいじめ・体罰・家庭内暴力等から逃れ
ることができるよう、また、安心して相談ができ、簡易に救
済の申立てができる人権オンブズパーソン制度について、よ
り一層の周知を図り、利用を促進することが必要です。

3

市民オ
ンブズ
マン事
務局

人権オ
ンブズ
パーソ
ン担当

☆ 234
人権オンブズパーソ
ン子ども教室推進事
業

■目的・目標：人権オンブズパーソンをより身近に相談できる機関とし
て周知し、利用の促進を図るために実施します。

■事業概要：人権オンブズパーソンや専門調査員が学校等を訪問し、制
度や相談事例の紹介、いじめや人権に関する話をすることにより、人権
オンブズパーソンをより身近に相談できる機関として周知し、利用の促
進を図ります。

　人権オンブズパーソン子ども教室を、小学校８校（２６クラス、
827人）及び、中学校４校（３０クラス、1,068人）で実施し、制度
や相談事例の紹介、いじめや人権に関する話をすることにより、人権オ
ンブズパーソンをより身近に相談できる機関として周知しました。
　なお、新型コロナウイルス感染拡大のため、実施を予定していた小学
校1校、児童養護施設2校については中止となりましたが、相談カード
等を配布し人権オンブズパーソンの周知を図りました。

　引き続き、人権オンブズパーソンや専門調査員が学校等を
訪問し、直接、児童・生徒、教員等に人権パーソン制度や相
談事例の紹介、いじめや人権に関する話をすることにより、
人権オンブズパーソンをより身近に相談できる機関として周
知し、利用の促進を図ることが必要です。

3

市民オ
ンブズ
マン事
務局

人権オ
ンブズ
パーソ
ン担当

　学校等におい
て、各種相談カー
ドの配布やスクー
ルカウンセラーの
配置、スクール
ソーシャルワー
カーの派遣等、子
どもがいじめにつ
いて相談しやすい
環境を整備するほ
か、関係機関と連
携し、子どもの救
済及び回復を迅速
に進めます。ま
た、いじめを行っ
た子どもに対して
も必要な配慮を行
います。



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(1２)育ち・学ぶ施設等
におけるいじめの防止
及び相談・救済等
　いじめの防止を図るた
め、子どもに対して子ど
もの権利についての啓発
を行い、施設の職員に対
してはいじめ防止に関す
る研修を実施します。ま
た、いじめに関する相談
体制の整備を行うほか、
関係機関と連携を図り、
子どもの救済及び回復に
努めます。

㉕ 24条

☆ 235 221
相談カード「ひとり
で悩まないで」の作
成、配布（再掲）

■目的・目標：様々な悩みを抱える児童生徒に対して、相談できるとこ
ろを紹介し、ひとりで悩むことなく早期解決を図るための取組を行いま
す。

■事業概要：児童生徒、教職員に対して様々な相談機関を記載したカー
ドを配布し、個別の悩みに対して救済する支援を行います。

　子どもたちにとって、より使いやすい相談カードとなるよう、相談窓
口の掲載の仕方を再度見直しました。作成した相談カードは、市内の
小、中、高校、特別支援学校に在籍する児童生徒の他にも、区役所や総
合教育センターなどにも配布し、様々なところから情報を得て子どもた
ちが相談できるような環境づくりを行いました。
　聾学校に在籍する児童生徒にとって使いやすくするため、メールで相
談できるサイトにアクセスできるＱＲコードを引き続き掲載しました。

　子どもたちにとってより使いやすいカードにしたり、学
校、関係諸機関で配布できたことで、一人ひとりに相談でき
る機関があることを伝えることができました。また、聾学校
の児童生徒のため、QRコードを付けることで、環境の設定
を進めることができました。
　カードを配布することで、児童生徒一人ひとりに相談機関
を伝えることはできましたが、「困ったときに相談してい
い」という意識の醸成は、他の事業と合わせて引き続き行う
必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

☆ 236 222
スクールソーシャル
ワーカーの配置・活
用（再掲）

■目的・目標：教育の分野に加え、社会福祉等に関する専門的な知識や
技術を用いて、課題を抱えた児童生徒が置かれた環境への働きかけや関
係機関とのネットワークの構築など、多様な手法を用いて課題解決への
対応を図ります。

■事業概要：スクールソーシャルワーカーを市立学校に派遣し、①課題
を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ ②相談関係機関等との
ネットワークの構築、連携・調整 ③学校内におけるチーム体制の構築
への協力 ④保護者、教職員等への支援・相談・研修活動 等を行いま
す。

　各区に１名以上（全８名）のスクールソーシャルワーカーを配置し、
課題を抱えた児童生徒に対し直接相談を受けたり、支援を求める家庭を
必要な関係機関につなげたりするなど、多様な手法を用いて課題解決へ
の対応を図りました。
　月１回程度、スクールカウンセラーや児童生徒指導担当者、児童相談
所等の関係機関との連絡会議を行い、子どもへの虐待や体罰防止、いじ
め防止等について、連携体制の強化を図りました。

　支援を求める児童生徒及び保護者について、学校からの要
請に対して、地域支援課や児童相談所等の関係機関と連携し
ながら課題の解決を図りました。
　潜在的・多様なニーズに応えられるように、各家庭へのス
クールソーシャルワーカーの認知を広め、更なる相談機能の
強化を進めていく必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

☆ 237
区を単位とした学校
運営支援

■目的・目標：各区内の校長が抱える学校運営上の相談や問題・課題等
について、迅速かつ適切に対応するための措置を講じたり、指導・助言
を行います。

■事業概要：各区役所の地域みまもり支援センターと連携しながら、
区・教育担当が、より学校に近いところで迅速かつ丁寧に学校運営を支
援します。

　各区役所に地域みまもり支援センターが設置されており、地域包括ケ
アシステムのもと、児童生徒に関わる関係部署との情報共有が図られま
した。また、支援が必要な児童生徒、家庭に迅速かつ丁寧に対応するこ
とができました。

　緊急性を把握した時に、機動力を発揮して随時学校訪問や
関係機関への連携を図る等、これまで以上に学校を積極的に
支援していく必要があります。

3
教育委
員会事
務局

指導課

☆ 238
児童生徒指導点検強
化月間の実施

■目的・目標：児童生徒指導体制の一層の充実とともに、教育相談技能
を含めた教職員の指導力の向上を図ります。

■事業概要：校内研修の実施や児童生徒指導体制の点検及び児童生徒指
導へのアンケート等を実施し、課題や対策について教職員が共有して取
り組みます。

　全市立学校（１７9校）を対象に、令和２年６月１日から７月３１日
までの任意の１ヶ月間において、教育相談やアンケート調査を実施し、
児童生徒の実態把握に努めました。その結果を校内で情報共有し、指導
体制の充実を図るための校内研修を実施しました。
　また、長期欠席児童生徒の実態について把握し、児童生徒のよりよい
支援の在り方について、校内で登校支援協議を図りました。

　全市立学校において、年間計画に位置づけられた実施をす
ることができましたが、児童生徒の個に応じた支援について
の情報の共有が必要です。

3
教育委
員会事
務局

指導課

☆ 239
児童支援コーディ
ネーターの配置・活
用

■目的・目標：児童の多様な教育的ニーズへの早期発見・早期対応を図
ります。

■事業概要：特別支援教育の専門性に加え、児童指導・教育相談のスキ
ルを持った児童支援コーディネーターを専任化し、家庭環境・友達関
係・発達障害等様々な要因で支援を必要とする児童に対して、教育的
ニーズに応じた校内支援体制を構築し、早期に適切な支援を実施するこ
とで課題の改善を図ります。

　小学校全114校で児童支援コーディネーターを専任化し、これを核
とする校内支援体制を整備しました。すべての児童が安心して学校生活
を送ることができるよう努め、多様な教育的ニーズのある児童への適切
な支援を早期に行うことで課題の改善を図りました。経験年数やスキル
に応じた研修会を開催したり、各種会議においてベテランの児童支援
コーディネーターを中心に情報交換を実施したりして、児童支援コー
ディネーター同士の連携及びスキルの向上促進を図りました。

　新しく児童支援コーディネーターとなった教員も多く、経
験年数やスキルに応じた各種会議や研修の在り方を検討し、
児童支援活動全体のより一層の充実を図る必要があります。

3
教育委
員会事
務局

指導課

☆ 240
いじめ防止対策連絡
協議会

■目的・目標：いじめの未然防止について、関係機関と情報を共有し、
協議します。

■事業概要：いじめ防止等に関係する機関及び団体の連携に関し、必要
な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図りま
す。

　川崎市いじめ防止対策連絡協議会等条例に基づいて年２回開催し、各
関係機関が実施しているいじめの未然防止等の活動報告やいじめ問題に
ついての協議を行いました。

　いじめ問題の未然防止策について、各関係機関からの協議
内容を生かし、各機関がより連携していく必要があります。

3
教育委
員会事
務局

指導課

　学校等におい
て、各種相談カー
ドの配布やスクー
ルカウンセラーの
配置、スクール
ソーシャルワー
カーの派遣等、子
どもがいじめにつ
いて相談しやすい
環境を整備するほ
か、関係機関と連
携し、子どもの救
済及び回復を迅速
に進めます。ま
た、いじめを行っ
た子どもに対して
も必要な配慮を行
います。



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(1２)育ち・学ぶ施設等
におけるいじめの防止
及び相談・救済等
　いじめの防止を図るた
め、子どもに対して子ど
もの権利についての啓発
を行い、施設の職員に対
してはいじめ防止に関す
る研修を実施します。ま
た、いじめに関する相談
体制の整備を行うほか、
関係機関と連携を図り、
子どもの救済及び回復に
努めます。

㉕ 24条

☆ 241 198
２４時間電話相談
（再掲）

■目的・目標：子ども自身や保護者の悩み等を２４時間いつでも相談で
きる体制を整えます。

■事業概要：子ども自身の悩みや、保護者の子育てに関する悩み等につ
いて、電話相談によって対応します。

　児童生徒や保護者の相談に即応できるよう、年末年始を含め、24時
間相談を受付できる体制を継続しました。また、全市立学校児童生徒に
ＱＲコードを掲載した電話相談紹介カードを配布し、より相談しやすく
なるよう工夫しました。今年度は、205件の相談に対応し、相談の内
容によって他機関との連携を図りました。

　児童生徒や保護者の相談に即応できるよう、年末年始を含
め、24時間相談を受付できる体制を継続しました。また、
全市立学校児童生徒にＱＲコードを掲載した電話相談紹介
カードを配布し、より相談しやすくなるよう工夫しました。
課題としては、相談窓口の一層の周知と、子どもが困ったこ
とや悩みをいつでも相談できるように、また様々な相談に迅
速に対応することができるように、他機関との円滑な連携を
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

☆ 242
199
224

教育相談事業（再
掲）

■目的・目標：友人関係やいじめの問題、不登校等に関する相談を行
い、子ども、保護者を支援します。

■事業概要：子ども自身の悩みや、保護者の子育てに関する悩み等につ
いて、来所面接相談や電話相談によって対応します。

　来所面接相談では、１０１件の新規相談があり、約7割近くが不登校
に関する相談で、子どもたち、保護者を支える教育相談活動を行いまし
た。また、電話相談では、６２０件の相談に対応し、相談の内容によっ
て他機関との連携を図りました。
　総合教育センターのホームページに相談のご案内を掲載し、相談窓口
の周知を図りました。

　友人関係やいじめの問題、不登校等に関する相談等、子ど
も自身の悩みや、保護者の子育てに関する悩み等について、
来所面接相談や電話相談によって対応し、支援を行いまし
た。課題としては、子どもが困ったことや悩みを安心して相
談できる体制を整え、様々な相談のニーズに応じて、学校や
関係機関と連携し、迅速に対応するためにも、相談員の相談
技能の向上と相談窓口の一層の周知を図る必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

☆ 243
200
225

スクールカウンセ
ラーの配置・活用
（再掲）

■目的・目標：市立学校における不登校・いじめなどへの対応に、心理
の専門性を生かしたカウンセリング等を行うためカウンセラーを配置等
し、子ども、保護者を支援します。

■事業概要：各学校に、専門的知識･経験を持つカウンセラーを配置、
派遣し、教職員とは異なる側面から教育相談に応じます。また、教職員
との情報共有などを通じて連携を図りながら、子ども・保護者への多面
的な相談体制の構築をめざします。

　スクールカウンセラーを市立中学校へ全校配置、学校巡回カウンセ
ラーを市立小学校・特別支援学校に要請に応じて派遣、高等学校へは計
画的に派遣することにより、各校における相談体制の充実を図り、子ど
もたち、保護者への教育相談や、教職員への助言等を行いました。
　中学校52校のカウンセラーによる相談は述べ20,878名、小学校・
特別支援学校では延べ1,058名、高等学校では延べ1,087名の相談が
ありました。事件事故等による緊急配置も迅速に行い対応しました。

　学校における教育相談活動を継続し、子どもが困ったこと
や悩みを安心して相談できる体制を整え、いじめや不登校等
を未然防止、早期解決するためにも、専門性を生かした相談
体制の構築を図る必要があります。

3
教育委
員会事
務局

教育相
談セン
ター

(１３)育ち・学ぶ施設に
おける個人情報の管理
　育ち・学ぶ施設におい
て、子ども本人に関する
文書等を適切に管理しま
す。

㉖ 　学校や保育所等
において、子ども
本人に関する文書
等は公正に作成
し、個人情報保護
条例に基づき適切
に管理して、その
子どもの最善の利
益を損なうことの
ないよう配慮しま
す。

25条

244
保育園における守秘
義務の厳守、情報管
理の徹底強化

■目的・目標：保育に当たり知り得た子どもや保護者に関する情報の扱
い、個人情報の適切な管理について、周知徹底を図ります。

■事業概要：守秘義務の厳守や情報管理へ徹底について、職場内の会議
や危機管理研修等を通して意識向上に努めます。

　職員会議や川崎市「保育の質ガイドブック」を活用した園内研修を通
して、個人情報保護の取組や情報管理の徹底についての理解を深めまし
た。

　川崎市「保育の質ガイドブック」活用した園内研修を通し
て、保育に当たって知り得た子どもや保護者に関する情報の
扱い、個人情報の適切な管理について、周知徹底を図りまし
た。

3
こども
未来局

運営管
理課

245
児童相談所における
情報の適正管理

■目的・目標：個人情報の適正管理を確実に行います。

■事業概要：子ども本人に関する個人情報の適正な管理を行うため、新
任職員研修等で記録の取扱等に関する内容を含めた研修を行います。

　相談記録等の重大な個人情報を適正に管理し、子どもの権利擁護に努
めました。

　引き続き個人情報等を適正に管理するとともに、職員一人
ひとりの個人情報保護への意識向上に努めます。

3
こども
未来局

児童家
庭支
援・虐
待対策
室

246
学校における子ども
の処遇に関する適正
手続き

■目的・目標：学校における子どもの処遇に関して適正な手続きを行い
ます。

■事業概要：学校において、退学や停学の処分、出席停止の措置などが
決められるときには、子ども本人から、事情や意見を聴くなど弁明の機
会を設け、本人や保護者はもちろん、誰からも納得されるよう配慮しま
す。

　学校における子どもの処遇に関する適正手続きに配慮しました。
　引き続き、児童生徒の学ぶ権利を守り、本人の意思を十分
に生かす方向で取り組めるよう、職員一人ひとりの意識を高
めます。

3
教育委
員会事
務局

指導課

　学校等におい
て、各種相談カー
ドの配布やスクー
ルカウンセラーの
配置、スクール
ソーシャルワー
カーの派遣等、子
どもがいじめにつ
いて相談しやすい
環境を整備するほ
か、関係機関と連
携し、子どもの救
済及び回復を迅速
に進めます。ま
た、いじめを行っ
た子どもに対して
も必要な配慮を行
います。



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１３)育ち・学ぶ施設に
おける個人情報の管理
　育ち・学ぶ施設におい
て、子ども本人に関する
文書等を適切に管理しま
す。

㉖ 　学校や保育所等
において、子ども
本人に関する文書
等は公正に作成
し、個人情報保護
条例に基づき適切
に管理して、その
子どもの最善の利
益を損なうことの
ないよう配慮しま
す。

25条

247
学校における情報の
適正管理

■目的・目標：子どもの個人情報の不適切な管理や漏えいを防ぎます。

■事業概要：子どもの個人情報保護の適正管理について初任者研修、中
堅教諭等資質向上研修、新任教頭及び新任校長研修等の悉皆研修で行い
ます。子どもの個人情報は校務支援システムにおいて万全の対策が施さ
れたデータセンターで管理を行います。

　子どもに関するデータの適正管理について初任者研修等年次研修、新
任教頭及び新任校長研修、各学校の代表が集まる情報教育学校担当者会
等の悉皆研修で、事例をもとに研修を行いました。今年度はコロナ禍の
状況を踏まえた研修の実施を通してデータの取り扱いやＵＳＢ等可搬媒
体の適正管理を徹底し、文書での注意喚起等の意識向上を図りました。
校務支援システムにおいては、データセンターサーバ等のトラブルはな
く、個人情報の管理が適正に行われました。

　子どもの個人情報保護の適正管理については、引き続き情
報セキュリティー意識向上を目指して初任者研修等年次研
修、新任教頭及び新任校長研修、各学校の代表が集まる情報
教育学校担当者会等の悉皆研修で情報セキュリティーの重要
性を具体的に伝えられる企画を進めてまいります。
　ＵＳＢ等可搬媒体の適正管理を徹底のため、文書及び研修
での注意喚起等を引き続き行い、子どもの個人情報の不適切
な管理や漏えい防止の意識向上をさらに進めてまいります。

3
教育委
員会事
務局

情報・
視聴覚
センタ
－

㉗ 　子どもにとって
安全・安心なまち
づくりに向け、防
犯や交通安全等の
対策事業を実施し
ます。また、各種
活動団体や地域教
育会議等により、
地域の子育てや教
育環境を整備しま
す。

26条

248 防犯対策事業

■目的・目標：子どもが犯罪等に巻き込まれることなく、地域の中で安
全かつ安心して過ごせる環境づくりを推進することを目的として事業を
実施します。

■事業概要：川崎市及び各区の安全・安心まちづくり協議会の構成メン
バーを中心とした地域防犯パトロールや、通学路での見守り活動、安
全・安心に関する情報配信等を実施します。

　安全・安心まちづくり推進協議会の構成メンバー等が実施する防犯パ
トロールについて、ベストや腕章等の補助や貸与等を実施した（令和２
年度決算額８３２千円）ほか、青色回転灯装着の公用車によるパトロー
ルを平日のほぼ毎日実施しました。
　防犯カメラ設置補助事業を継続して実施し、通学時等における子ども
の安全確保に貢献しました。
　また、市内の事件・不審者情報等を配信するアプリケーションシステ
ムの運用を行いました。

　防犯対策については、継続的な取り組みが必要であること
から、安全・安心まちづくり推進協議会等における連携を進
め、こどもの安全確保のために、より効果的なパトロール対
策に取り組んでいく必要があります。

3
市民文
化局
区役所

地域安
全推進
課
危機管
理担当

249 交通安全推進事業

■目的・目標：交通安全教室の開催やランドセルカバーの配布を行うな
ど、自ら交通安全の意識を持つことや車両の運転手に子どもの存在を視
認させることで、幼児・児童の交通事故を無くすことを目的として、事
業を実施します。

■事業概要：子どもが正しい交通ルールと交通マナーを身につけられる
よう、発達段階に応じた交通安全教育を実施します。また、路面標示や
啓発看板等の設置、新入学児童へのランドセルカバーの配付等により、
通学路における安全対策を実施します。

　幼稚園、保育園、小学校等において、 交通安全教室を実施しました
（301回）。そのうち、小学３年生に対しては自転車の交通ルールの
学習を実施しています。
　また、交通安全対策として、通学路電柱巻付表示を676箇所設置
し、新入学児童全員にランドセルカバーを配布しました。

　交通安全の推進については、年齢段階に応じた交通安全教
室の実施や通学路における安全対策などを行ってきました
が、引き続き、関係団体や警察等と連携して子どもの交通安
全確保に取り組んでいく必要があります。

3
市民文
化局
区役所

地域安
全推進
課
危機管
理担当

250 130
地域子育て支援セン
ター事業（再掲）

■目的・目標：子育て親子の交流の場の提供や、相談支援などを実施
し、保護者の子育ての不安感等の緩和を目指します。

■事業概要：地域における子育て支援を行う拠点として地域子育て支援
センターを運営し、子育て環境の向上を図ります。

　市内53か所の「地域子育て支援センター」において、子育て親子の
交流の場の提供や相談支援、離乳食やトイレトレーニングなどの育児講
座や「絵本の読み聞かせ」など親子で楽しめるイベントを開催するとと
もに、子育てに役立つ地域情報などの提供を実施しました。

　就学前児童数の減少に伴い、地域子育て支援センターの利
用者数が減少している中、多くの親子に利用してもらえるよ
う、子育てアプリやSNSを活用した広報を強化していきま
す。

3
こども
未来局

企画課
運営管
理課

251 37
青少年関係団体活動
支援事業（再掲）

■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

(１４)地域における子育
て及び教育環境の整備
等
　子どもの育ちの場であ
る地域において、子ども
の活動が安全の下で行わ
れるよう配慮し、地域に
おける子育て及び教育環
境を整備します。また、
子どもについての適切な
情報共有と連携を行い、
子どもを切れ目なく支援
します。
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

㉗ 　子どもにとって
安全・安心なまち
づくりに向け、防
犯や交通安全等の
対策事業を実施し
ます。また、各種
活動団体や地域教
育会議等により、
地域の子育てや教
育環境を整備しま
す。

26条

252
青少年健全育成環境
推進事業

■目的・目標：市民と行政の連携により、青少年の健やかな成長にふさ
わしい育成環境の実現に向け、市民意識の醸成を図ります。

■事業概要：行政、青少年関係団体、民間企業等で構成される「川崎市
青少年の健全な育成環境推進協議会」により、ＰＴＡ等が主体となって
地域で実施している「こども110番」事業を支援するとともに、街頭
キャンペーン等の啓発活動を実施します。

　各区「こども１１０番」情報交換会を書面により開催し、事業の円滑
な運営を支援しました。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、街頭キャンペーンは中止
しましたが、青少年の健やかな成長にふさわしい育成環境の実現に向
け、ポスターやデジタルサイネージの活用による啓発活動を行い、市民
意識の醸成に取り組みました。

　青少年の健やかな成長にふさわしい育成環境の実現に向け
て市民意識の醸成を図るため、コロナ禍においても継続して
啓発活動等を実施する必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

253
青少年指導員活動支
援事業

■目的・目標：青少年指導員の活動の活性化を図り、もって青少年の健
全育成、非行防止、社会環境健全化を推進します。

■事業概要：地域社会全体で子ども・若者を見守り、育成するための推
進役として、市長及び県知事から委嘱された青少年指導員活動を支援し
ます。

　地域イベントへの協力及び地域における巡回パトロール活動を月数回
実施しました。
　各関係団体への委員派遣を行いました。
　書店・古書店等を対象に有害図書類区分陳列等について調査する「社
会環境実態調査」を新型コロナウィルス感染症の拡大防止と調査員の安
全確保の観点から調査対象を絞った上で、県青少年課職員が訪問又は電
話により実施しました。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、各地区で思う
ような活動や研修ができていないため、指導員のモチベー
ションの維持やスキルの向上といった課題があります。この
ような状況下で令和３年度末に指導員の更新を迎えるため、
積極的な広報活動により、指導員の確保に取り組む必要があ
ります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

254
地域教育会議（行政
区・中学校区子ども
会議）

■目的・目標：子どもの地域参加を促進します。

■事業概要：行政区・中学校区地域教育会議において子ども会議を開催
し、子どもの意見交流や社会参画を進める取組を実施します。

　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

255 地域の寺子屋事業

■目的・目標：地域ぐるみで子ども達の学習や体験をサポートする仕組
みづくりと、シニア世代の知識と経験を活かして多世代で学ぶ生涯学習
の拠点づくりを進め、子ども達の学ぶ意欲の向上や豊かな人間性の形成
を図ります。

■事業概要：地域の主体的な取組として、学校施設を活用しながら、放
課後の学習支援と土曜日等の体験活動を行う「地域の寺子屋事業」を推
進します。

　市内６５か所へ寺子屋を拡充しました。各寺子屋では、新放課後週1
回の学習支援と土曜日等月１回の体験活動の実施を通して、子どもたち
と地域の大人、親子、異学年の子ども同士での世代間交流を進めまし
た。

　寺子屋が開講していない学校の子どもたちの、地域におけ
る教育環境整備・居場所づくりのためにも、全小中学校への
寺子屋の開設が必要ですが、そのためには寺子屋事業の運営
を担うコーディネーターや寺子屋先生など、更なる人材の確
保が必要です。

3
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

㉘ 　幼稚園・保育
園、小学校、中学
校等が適切な情報
共有と連携を行
い、一人ひとりの
子どもへの支援を
円滑に引き継ぎま
す。

26条

256
川崎区幼・保・小連
携事業

■目的・目標：幼稚園、保育所等施設及び小学校の連携を図り、一人ひ
とりの子どもの幼児期から児童期の接続の重要性を理解し、成長を一体
的に支援します。

■事業概要：幼稚園、保育所等施設及び小学校を対象とした研修会や会
議などの情報交換及び授業参観、保育参観等を実施し、支援体制作りを
進めます。

　新型コロナウイルス感染症の影響で各種連絡会、小学校訪問、幼稚
園・保育所等施設の体験研修、年長児の就学体験は全て中止としまし
た。その代替えとし年長児が小学校での就学体験ができないため小学校
のイメージがつかめるようなスライドを作成し、幼稚園、保育施設の希
望施設に配布し視聴していただきました。
　また、就学児向けに配布している啓発チラシ「もうすぐいちねんせ
い」については全市版として日本語版のほか、これまで作成していた
(英語、中国語、朝鮮・韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ
語)に加えて、ベトナム語版を新たに作成しました。
　また、職員間の情報共有、事業周知のために「幼保小連携たより」を
あらたに作成し、幼稚園、保育施設、小学校、こども文化センター、地
域子育て支援センターなどに配布しました。

　令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で当初の計
画通りの事業がなかなか実施できませんでした。また、今年
度は、オンライン会議システムの急速な普及等デジタル化の
流れが一気に加速しましたが、幼保小連携事業は、対面方式
での体験・交流の場が大切であるため、感染症対策を行いな
がら少人数で対面式での開催を検討していく必要がありま
す。また、コロナ後の取組を見据えて小学校を中心としたオ
ンライン方式での打合せができるように仕組みづくりを検討
していく必要があります。

3
こども
未来局

川崎区
保育・
子育て
支援セ
ンター

(１４)地域における子育
て及び教育環境の整備
等
　子どもの育ちの場であ
る地域において、子ども
の活動が安全の下で行わ
れるよう配慮し、地域に
おける子育て及び教育環
境を整備します。また、
子どもについての適切な
情報共有と連携を行い、
子どもを切れ目なく支援
します。
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１４)地域における子育
て及び教育環境の整備
等
　子どもの育ちの場であ
る地域において、子ども
の活動が安全の下で行わ
れるよう配慮し、地域に
おける子育て及び教育環
境を整備します。また、
子どもについての適切な
情報共有と連携を行い、
子どもを切れ目なく支援
します。

㉘ 　幼稚園・保育
園、小学校、中学
校等が適切な情報
共有と連携を行
い、一人ひとりの
子どもへの支援を
円滑に引き継ぎま
す。

26条

257
幸区幼・保・小連携
事業

■目的・目標：幼稚園・保育園・小学校の連携を図り、一人ひとりの子
どもの幼児期から児童期の接続の重要性を理解し、成長を一体的に支援
します。

■事業概要：研修会や会議などの情報交換や保育体験等を実施し支援体
制作りを進めます。

　幼稚園・保育園・小学校の連携を図り発達の連続性を大切にするた
め、連携や交流が重要だが、コロナ過のため、連絡会等は中止し、各小
学校の児童支援コーディネーターの名簿を配布し、気になるお子さんに
ついては、直接、児童支援コーディネーターに情報提供をおこなっても
らいました。
　また、保育園に対してアンケートを実施し、その内容について、児童
支援コーディネーターから、アドバイスをもらいました。

　年々増加する保育園数の中で、小学校と連携をとるのが難
しい中、コロナ過で交流ができない状況だったが、各保育園
での悩みや取組を確認し、各小学校の児童支援コーディネー
ターに情報提供をおこないました。

3
こども
未来局

幸区保
育総合
支援担
当

258
中原区幼・保・小連
携事業

■目的・目標：子どもたちの育ちを幼稚園・保育園・認定こども園と小
学校が共に支え、小学校に入学する子どもたちが新しい環境に適応して
生活を送れるようにします。

■事業概要：幼稚園・保育園・認定こども園と小学校の教職員が、研修
会や会議・懇談などの情報交換や、小学校授業参観、園実習等を通し、
一人ひとりの子どもの幼児期から児童期の接続の重要性を理解し、成長
を一体的に支援するために、連携体制作りを進めます。

　対面での幼保小交流の替案として、年長児の入学への期待感に繋がる
よう中原区内各地区から1校ずつ選び、小学校に出向き、小学校の様子
を写真に撮り、情報を収集してポスターを作成し区内の保育施設に配信
しました。

　毎年度、新設の保育園が増えたり、職員の入れ替わりが
あったりするため、子どもの権利について常に普及啓発を
行っていく必要があります。また、園の職員全体への周知や
実際の保育現場ではどうなのかという点については、さらに
研修や意見交換が必要となります。

3
こども
未来局

中原区
保育子
育て支
援セン
ター

259
高津区幼・保・小連
携推進事業

■目的・目標：幼稚園・保育園・小学校が連携を図り一人ひとりの子ど
もの幼児期から児童期の連続性を重視し成長を一体的に支援します。

■事業概要：園長校長連絡会、実務担当者連絡会等を通じて情報を共有
し連携を深めるとともに、実習研修、授業参観等などで子どもの姿を知
ることで切れ目のない支援体制をめざします。

　４月に小学校２校でスタートカリキュラム参観計画・調整をしました
が、緊急事態宣言発出により、この後のすべての事業実施を見送りまし
た。
　小学校を核とした地域における連携については、保育園からの相談に
対し該当小学校の窓口を案内したり、各保育園での取組事例をとりまと
め紹介するなど、それぞれの施設同士が、実態や必要に応じた取組が図
れるよう情報提供などの後方支援を実施しました。

　コロナ禍においては、大人数参加での連悪会開催が難し
く、個々の施設同士の連携の在り方が課題になってきます。
小規模園や新規開設園等、これまでの積み重ね・実績が少な
い施設への支援体制を強化していくこと、こどもの発達の連
続性を保障していくことの重要性をさらに周知し生きた取組
につなげることが課題となってきます。

3
こども
未来局

高津区
保育総
合支援
担当

260
宮前区幼・保・小連
携事業

■目的・目標：幼稚園・保育園、小学校等が相互の役割を理解し、発達
の連続性を踏まえ、子どもへの切れ目のない支援を行います。

■事業概要：幼稚園・保育園・小学校・中学校が各々の立場での実務体
験や子どもたちとのふれあいを通じ、子どもの発達の道筋を再確認する
とともに、生活の実態を学び、今後の児童の教育や密接な連携を図るた
めに実施します。

　新型コロナ感染症の感染拡大を受けて、感染予防対策のため、区全体
としての交流事業等は実施ができませんでしたが、区役所のホームペー
ジを活用し、保護者向けの情報発信を行ったほか、関係施設の職員に対
しては、オンラインを活用した研修（106園、186人が受講）や書面
での意見交換（５３施設が参加し、全施設に結果を配布）等を行うなど
連携に取り組みました。また小学校就学に向けて、小学校と協力して小
学校案内DVDを作成し、保育所等に配布するなど、年長児への支援を
行いました。

　緊急事態宣言が発令されるなど新型コロナウイルス感染症
の影響で、集合や対面での交流などを行うことができず、年
間を通じて計画的な事業実施が困難な状況のなかで、オンラ
インの活用など新たな事業手法を検討し、実施しましたが、
今後も、幼・保・小が連携して子どもへの支援を行っていく
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

261
多摩区幼・保・小連
携事業

■目的・目標：区内の幼稚園、保育所等・小学校の職員が、相互に理解
を深め、発達の連続性を踏まえた子どもの育ちを支援すること、また、
幼児・児童に関する諸課題等について話し合い、連携・交流を図りま
す。

■事業概要：幼稚園・保育園、小学校の連携を図り、一人ひとりの子ど
もの幼児期から児童期の接続の重要性を理解し、成長を一体的に支援す
るために、研修会や会議などの情報交換や保育体験等を実施し支援体制
づくりを進めます。

　年度はじめの臨時休校など、新型コロナウイルスの感染状況拡大のた
め、当初計画されていた対面による関係者の会議や小学校と保育園・幼
稚園等の相互訪問はすべて中止となりました。
　コロナ禍での直接交流が困難な状況の中、年長児がスムーズに小学校
へ進学できるよう、区内の市立小学校の協力を得て、担当職員が全小学
校を訪問し、校門や昇降口、教室の様子などを撮影し、学校毎にまとめ
たDVDを希望する保育園、幼稚園等に配布することで年長児が小学校
に入学した後のイメージができるよう、発達の連続性を踏まえた子ども
の育ちを支援する事業を実施し、配布後に意見集約を書面で行いまし
た。

　年長児と小学１年生との交流や、相互の教員・保育士等の
関係者の対面（集合）による会議ができませんでしたが、交
流や意見交換の機会は重要である考えています。
　直接交流が大きく制限されるなかで、それに代わる新たな
取り組みが求められました。

3
こども
未来局

多摩区
保育総
合支援
担当
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施策の方向Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１４)地域における子育
て及び教育環境の整備
等
　子どもの育ちの場であ
る地域において、子ども
の活動が安全の下で行わ
れるよう配慮し、地域に
おける子育て及び教育環
境を整備します。また、
子どもについての適切な
情報共有と連携を行い、
子どもを切れ目なく支援
します。

㉘ 　幼稚園・保育
園、小学校、中学
校等が適切な情報
共有と連携を行
い、一人ひとりの
子どもへの支援を
円滑に引き継ぎま
す。

26条

262
麻生区幼・保・小連
携事業

■目的・目標：子どもの発達や学びの連続性を保障するため、幼児期の
教育と児童期の教育の円滑な接続を支援します。

■事業概要：幼稚園・保育園、小学校の連携を図り、一人ひとりの子ど
もの幼児期から児童期の接続の重要性を理解し、成長を一体的に支援す
るために、研修会や会議などの情報交換や保育体験等を実施し支援体制
作りを進めます。

　園長・校長連絡会、小学校訪問、幼稚園保育園訪問については、コロ
ナ感染症拡大予防のため中止とし、スタートカリキュラム見学会につい
ても、訪問を実施する次点で見合わせとなりました。2回予定していた
実務担当者連絡会については、1回は中止、2回目はウェブにて講義を
配信しました。
　子どもの発達や学びの連続性を保証するため、「コロナ禍における学
びの保障や創意工夫について」アンケートを実施し、幼保小互いの情報
を共有しました。

　コロナ感染症が沈静化し会議開催に心配が無ければ、懇談
のある今まで通りの会議を実施したいと考えています。会議
開催の見通しが立たない場合は、オンライン会議（Zoom
等）での実施を検討します。
　「スタートカリキュラムに学ぶ」アンケートで、実際に他
園や小学校の先生と意見交換がしたい、コロナ禍での学校生
活の現状や気をつけている部分を聞きたい、他園のスタート
カリキュラムを意識した保育計画の立て方を知りたい等、特
に具体的な活動事例を聞きたいと言った意見が多くあったた
め、検討をして参ります。
　アンケートについては、4月の初めに各校・園へ配布し
今後の活動に活かしたいと考えています。

3
こども
未来局

麻生区
保育総
合支援
担当

263
麻生区保育所等施設
研修・交流・連携事
業

■目的：麻生区内の公・民保育所間で、園児や職員の交流・連携を行い
ます。

■事業概要：公開保育研修、行事見学、職員派遣研修、職員交流研修、
保育交流等を行い、専門職としての業務の進め方や手段を学び、技術の
向上を図ります。

　コロナ禍で、園児や職員交流・連携などの交流事業は実施しませんで
した。公開保育は公立園の保育実践について、民間保育施設へ資料を持
参し説明しました。職員派遣は、密を避ける工夫をしながら、必要に応
じて各保育施設で実施しました。

　コロナ感染症拡大の状況に応じ、職員派遣は密を避ける工
夫をしながら実施していきます。会議や研修については。基
本的にオンラインを活用し実施します。計画した保育施設で
の人権研修は、令和３年度に延期としました。

3
こども
未来局

麻生区
保育総
合支援
担当

264
小中連携教育推進事
業

■目的・目標：新しい環境での学習や生活へ移行する段階で、不登校な
どにつながる「中１ギャップ」が見られることから、小中９年間の系統
的な教育の実施と、小学校から中学校への接続の円滑化を図ります。

■事業概要：中学校区ごとに連携校間において、課題の共有や児童生徒
間の交流活動、教職員間の授業研究・研修会 等を行います。

　すべての中学校区において、一人一人の子どもがが安心して新しい環
境で生活できるように、小学校と中学校及び幼・保育園と小学校との異
校種間連携における情報共有を行いました。

　新型コロナウイルス感染防止対策をしながら、職員間で児
童生徒の学習や生活の様子等について情報共有を行うこと
で、必要な支援の引継ができました。
　新型コロナウイルス感染防止対策のため、新しい環境をを
知るために児童生徒が直接交流したり体験したりする活動を
制限せざるを得ませんでした。

3
教育委
員会事
務局

教育政
策室

㉙ 　地域の関係機関
が子どもの支援に
関わる適切な情報
共有と連携を行
い、子どもの各成
長段階を通して、
子どもの抱える課
題が引き継がれる
よう、切れ目のな
い支援を行いま
す。

26条

265 母子保健指導者研修

■目的・目標：研修等を実施し、母子保健に携わる職員等の資質向上を
図ります。

■事業概要：思春期から、妊娠・出産・育児にわたって一貫して支援す
るため、子育てをめぐる環境の変化に対応し適切かつ効果的な相談指導
に当たれるように研修を行います。

　子どもの健やかな成長発達、妊娠期・周産期に係る母親の支援につい
て、支援者の資質向上、多職種及び関係機関連携に向けた研修を実施し
ました。

　今後も多職種が子育てをする保護者へ適切かつ効果的な相
談指導や健診を充実できるよう、適切な研修を行っていく必
要があります。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課

266
妊娠・出産包括支援
事業

■目的・目標：川崎市妊娠・出産包括支援事業を実施し、子どもを産み
育てやすい環境を整備します。

■事業概要：家族等から十分な家事・育児の援助が受けられず、育児支
援等を必要とする妊産婦や家族に対して、妊娠期から出産期にわたる切
れ目のない支援を行うため、産後ケア事業、各種相談事業等を実施しま
す。

　妊娠、出産、育児に関する電話相談を実施し、１７５６件の相談を受
付けました。
　各区地域みまもり支援センターで開催している平日の両親学級に参加
できない、就労している妊婦やパートナー等を対象に、年８回、日曜日
に両親学級を開催しました。新型コロナウイルス感染症の拡大のため、
オンラインでも４回実施し、延べ191組の参加があり、育児知識の普
及や個別相談を実施しました。
　助産所に宿泊、または助産師が利用者の居宅を訪問して、母体ケアや
乳児ケアを実施する産後ケア（宿泊型、訪問型、来所型）を実施しまし
た。宿泊型は延べ1031人、訪問型は延べ634人、来所型は延べ１67
人の方が利用しました。

　妊娠期から出産・育児にわたる切れ目のない支援のため
に、電話相談、休日の両親学級及び産後ケア事業を実施しま
した。
　妊娠、出産、育児に関する知識の不足や周囲の支援が届か
ないことが児童虐待につながるケースもあることから、引き
続き産後間もない時期の母子の支援を行う必要があります。

3
こども
未来局

こども
保健福
祉課
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等
　子どもの育ちの場であ
る地域において、子ども
の活動が安全の下で行わ
れるよう配慮し、地域に
おける子育て及び教育環
境を整備します。また、
子どもについての適切な
情報共有と連携を行い、
子どもを切れ目なく支援
します。

㉙ 　地域の関係機関
が子どもの支援に
関わる適切な情報
共有と連携を行
い、子どもの各成
長段階を通して、
子どもの抱える課
題が引き継がれる
よう、切れ目のな
い支援を行いま
す。

26条

267 188
要保護児童対策地域
協議会（再掲）

■目的・目標：児童福祉法第25条の2に規定する要保護児童対策地域
協議会の運営を適切に行います。

■事業概要：要保護児童等の適切な保護を図るため、各種関係機関によ
り構成される要保護児童対策地域協議会において情報交換や役割分担及
び支援計画等の協議を行い、児童虐待の早期発見、早期対応を図りま
す。

　要保護児童対策地域協議会（開催回数16回)において、情報交換、役
割分担、支援計画等の協議を行い、児童虐待の早期発見、要保護児童等
への適切な支援及び保護を実施しました。
　また、登園自粛期間中の対応として、市のホームページをはじめ、
様々な媒体を通じて相談窓口の周知を行うとともに、４月には学校に対
し、要保護児童対策地域協議会への登録児童の観察を依頼し、その結果
を区役所と共有、連携して必要な支援を実施しました。

　要保護児童等については、今後も地域ネットワークを活用
しての支援が見込まれるため、ネットワークの更なる強化を
行い効果的・具体的な連携を進めらるような取り組み等を進
め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

268 38
川崎区こども総合支
援ネットワーク会議
（再掲）

■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

269 39
幸区こども総合支援
ネットワーク会議
（再掲）

■目的・目標：幸区における子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、会場には参加しづ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

270 40
中原区総合子ども
ネットワーク会議
（再掲）

■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。
　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を持ち、関係機関の連携がス
ムーズに行われることで、子どもの各成長段階を通して切れ
目のない支援が行われるよう、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

271 41
子育てネットワーク
推進事業（再掲）

■目的・目標：地域で支え合いながら子育てできる環境の向上を図りま
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



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１５)子どもの居場所の
確保
　地域における子どもの
居場所を確保し、地域全
体で見守ります。

㉚ 　地域において、
子どもがありのま
まの自分でいら
れ、休息して自分
を取り戻すことが
でき、安心して人
間関係をつくり合
うことができる、
こども文化セン
ター事業等の子ど
もの居場所づくり
を行います。

27条

272 42
子ども支援ネット
ワーク事業（宮前
区）（再掲）

■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

273 43
こども・子育て支援
地域連携事業（再
掲）

■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

274
44

183

麻生区子ども関連
ネットワーク会議
（再掲）

■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

275
学習支援・居場所づ
くり事業

■目的・目標：「貧困の連鎖の防止」に向けて、生活保護受給世帯等の
こどもの高校等進学を支援します。

■事業概要：小学５～中学３年生を対象に、市内14か所で週２回、１
回２時間（小学５～中学２年生は原則週１回）の学習支援を実施しま
す。

　令和２年度は、小学生支援を市内12か所で、中学生支援を市内14か
所で実施し、令和３年３月末時点で424名の小中学生が登録・利用し
ました。

　多摩区中野島地区においては、モデル的に小学３年生から
の実施としていることから、当該教室における早期の学習支
援についての効果を検証の上、他教室での対象学年の拡大に
ついて検討する必要があります。

3
健康福
祉局

生活保
護・自
立支援
室

276
子ども夢パーク事業
（プレーパーク事
業）

■目的・目標：プレーパークでの遊びを通して、自分で考え、決めて、
自由に遊び、その中から子ども自身が判断できる力を育みます。

■事業概要：子ども夢パークにおいて、子どもたちの「やってみたい」
という気持ちを大切にして、禁止事項を極力作らない、プレーパークで
の遊びを支援します。

　子どもの「やってみたい」という気持ちを大切にして遊びを制限する
ような禁止事項をできるかぎりつくらず、子どもが自分で決めて実行す
るプロセスを大事に、「冒険遊び場（プレーパーク）事業」を実施しま
した。

　今後も、プレーパークでの遊びを通して、自分で考え、決
めて、自由に遊び、その中から子ども自身が判断できる力を
育む必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

277 201
こども文化センター
（再掲）

■目的・目標：自由に遊び、学びあいながら、児童の自主性・創造性・
協調性を養います。

■事業概要：児童厚生施設として地域住民等と連携しながら、児童に健
全な遊びを与えて、その健康を増進するとともに、情操を豊かにし、
もって児童の健全な育成を図ります。

　各こども文化センターにおいて、工作教室やその他体験事業等、地域
住民や諸機関と連携した種々の事業を行い、子どもの権利に配慮しなが
ら、子どもが自ら育ち、学べるよう、児童厚生施設として児童の健全な
育成を図りました。（令和2年度については新型コロナウイルス感染症
の影響により事業の実施回数は減少しています。）
　具体的には、スタッフが子どものやりたいことに耳を傾け、こども文
化センターの行事において企画を含めてこどもが担う機会を提供して、
活動を支援しています。また、地域交流・多世代交流などで多くの高齢
者を含めた大人と子どもが触れ合い、絵画や工作品の展示会など自らを
表現できる機会を提供して、活動を支援しています。

　引き続き、子どもの居場所を提供するだけでなく、子ども
の権利に配慮して子どもが育ち、学べるよう、健全育成を
図っていく必要がある。

3
こども
未来局

青少年
支援室



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１５)子どもの居場所の
確保
　地域における子どもの
居場所を確保し、地域全
体で見守ります。

㉚ 　地域において、
子どもがありのま
まの自分でいら
れ、休息して自分
を取り戻すことが
でき、安心して人
間関係をつくり合
うことができる、
こども文化セン
ター事業等の子ど
もの居場所づくり
を行います。

27条

278 168
冒険遊び場活動支援
事業（再掲）

■目的・目標：身近な公園等を活用し、地域住民が主体となって「冒険
遊び場」を実施することにより、子どもの自由な発想で遊びを創り出
し、失敗などもしながら自由に遊ぶことのできる次世代育成の場づくり
を目指します。

■事業概要：公園を活用し、与えられた遊具だけではなく、思いきり遊
ぶことのできる外遊びの環境を確保し、地域において定期的に遊ぶこと
ができる場を提供します。

　区内登録団体６か所の冒険遊び場活動が円滑に行われるよう支援し、
子どもがのびのびと遊ぶことのできる場の確保や、地域における子ども
の育ちの場及び居場所の確保へつなげました。また、冒険遊び場活動の
普及・啓発に向けて、シンポジウム１回、ブラッシュアップ研修１回を
開催するとともに、活動紹介リーフレットを４000部作成し、区内小
学１年生等に配布することにより、子どもや保護者への広報を行いまし
た。

　冒険遊び場活動を通じ、地域住民と保護者と行政が手を取
りあい、地域とのコミュニケーションづくりに引き続き取り
組んでいきます。

3
宮前区
役所

地域ケ
ア推進
課

279 255
地域の寺子屋事業
（再掲）

■目的・目標：地域ぐるみで子ども達の学習や体験をサポートする仕組
みづくりと、シニア世代の知識と経験を活かして多世代で学ぶ生涯学習
の拠点づくりを進め、子ども達の学ぶ意欲の向上や豊かな人間性の形成
を図ります。

■事業概要：地域の主体的な取組として、学校施設を活用しながら、放
課後の学習支援と土曜日等の体験活動を行う「地域の寺子屋事業」を推
進します。

　市内６５か所へ寺子屋を拡充しました。各寺子屋では、新放課後週1
回の学習支援と土曜日等月１回の体験活動の実施を通して、子どもたち
と地域の大人、親子、異学年の子ども同士での世代間交流を進めまし
た。

　寺子屋が開講していない学校の子どもたちの、地域におけ
る教育環境整備・居場所づくりのためにも、全小中学校への
寺子屋の開設が必要ですが、そのためには寺子屋事業の運営
を担うコーディネーターや寺子屋先生など、更なる人材の確
保が必要です。

3
教育委
員会事
務局

生涯学
習推進
課

㉛ 　不登校等の子ど
もの居場所とし
て、子どもが安心
して過ごせる場所
の確保等の支援を
行います。

27条

280 90
子ども夢パーク事業
（不登校児童生徒居
場所事業）（再掲）

■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
ごせる環境づくりが実現できました。

　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

281 94
思春期問題対策事業
（こどもサポート旭
町）（再掲）

■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」の開催及
び「不登校等保護者の会」を実施し、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

282 95
不登校対策連携会議
（再掲）

■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

283 96
適応指導教室（ゆう
ゆう広場）（再掲）

■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



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Ⅲ　家庭、育ち・学ぶ施設及び地域における子どもの権利保障
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
条例
の条
数

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

(１５)子どもの居場所の
確保
　地域における子どもの
居場所を確保し、地域全
体で見守ります。

㉜ 　子どもの居場所
についての考え方
やその役割等につ
いて理解を進める
ため、広報や啓発
事業を実施しま
す。

27条

284

子どもの権利に関す
る条例のパンフレッ
トやちらし等による
広報（居場所）

■目的・目標：条例パンフレット等の配布を通じて、市内学校の児童生
徒や子育て施設の児童及び職員が川崎市子どもの権利条例を知り、理解
を深めるために事業を実施します。

■事業概要：子どもの居場所についての考え方を記載した条例理解のた
めのパンフレット等を学校、施設や関係機関等で配布することにより、
広く市民に子どもの居場所の大切さについて広報します。

　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、高等学校の全生徒
及び保育園等、市内子育て関連施設に9,501部、春の新入学生保護者
用として11４校に81,950部配布し、子どもの権利の広報・啓発を行
いました。なお、パンフレット等の一斉配布時に校長会にて依頼しまし
た。

　子どもたちへの意識付けの定着を図るために、引き続き
リーフレット等の資料を市内の全児童生徒へ配布する必要が
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

285
子ども夢パーク事業
（周知・広報）

■目的・目標：子どもの居場所の考え方や役割等についての理解の促進
を図ります。

■事業概要：広報誌「夢パークつうしん」を企画、発行し、地域や公共
施設に配布することなどにより、夢パークの理念や役割を周知して利用
を促進します。

　スタッフ、支援委員会を中心に編集委員会を組織し、「夢パークつう
しん」を発行しました。地域住民、町内会、川崎市内全小学校（近隣小
学校は全家庭数を配布）、公共施設（市役所、区役所、市民館、図書
館、こども文化センター等の青少年施設など）に隔月で8,500部を配
布しました。また、子育てイベントや講演会、視察・見学の際も積極的
に配布し、広報の周知徹底を図りました。また、ＳＮＳを活用し、夢
パークの様子を発信しました。

　今後も、子どもの居場所の考え方や役割等についての理解
の促進を図る必要があります。

3
こども
未来局

青少年
支援室

(１６)地域における子ど
もの活動の支援
　地域における子どもの
自治的な活動を奨励し、
その支援に努めます。

㉝ 　行政区、中学校
区の子ども会議に
より地域における
子どもの自治的な
活動を奨励し、そ
の支援に努めま
す。

28条

286 254
地域教育会議（行政
区・中学校区子ども
会議）（再掲）

■目的・目標：子どもの地域参加を促進します。

■事業概要：行政区・中学校区地域教育会議において子ども会議を開催
し、子どもの意見交流や社会参画を進める取組を実施します。

　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


