
小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

1

様式１号
Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　

１　人権教育及び人権啓発
（１）　あらゆる場を通じた人権教育及び人権啓発の推進
①学校における人権教育の推進

施策名

ア．発達段階に応じた人権教育の推進

○教育活動全体を通じて、発達段階に即した人権尊重理念の理解の促進及び自尊感情に
　根ざした豊かな人間性の育成
○様々な人権問題の正しい理解とその解決に向けた学習の推進

1 担当課・係 学校教育課　教育指導係　（増渕　昌幸・井上武哉）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①校長会、教頭会、教務主任会での説明
②児童生徒の発達の段階に応じた人権教育を推進
③様々な人権問題についての正しい理解と解決に向けた学習の計画的な実施
④児童生徒の人権に配慮した学級づくり
⑤道徳教育の充実
 

R2(2020)
年度事業実績

①校長会、教頭会、教務主任会、人権教育主任研修会での説明
　・小山市学校教育における人権教育の推進の在り方について周知した。
②児童生徒の発達の段階に応じた人権教育を推進
　・「生命尊重・人権尊重」の視点に立ち、小学校下学年では、生活体験に基づく基底的指導、
　　上学年では、体験的な学習も含め、人権の意義や重要性を知的に理解させる指導、中学
　　生では、自己肯定感を育て多様な価値観をもつ他者を知的、感覚的に受容できる指導を
　　した。
③様々な人権問題についての正しい理解と解決に向けた学習の計画的な実施
　・各教科等の授業で、自校の児童生徒の実態をもとに、人権教育計画にあるどんな資質・能
　　力を育てるのかを明確にして臨むことで、子どもたちの正しい理解と課題解決につなげ
　　た。
④児童生徒の人権に配慮した居心地のよいあたたかな学級づくり
　・モデルとなる教師自身が、言葉を大切にした言語環境づくりを念頭において指導をした。
　・児童生徒一人一人のよさを生かし、安心して過ごせる学級経営に努めた。
⑤道徳教育の充実
　・道徳教育拠点校に多くの教員が研究同人として関わることで、各校の道徳教育が充実し
　　た。
　・特別の教科道徳に関する理解も深まり、各学校ごとに研修が行われた。
　　同じ中学校区の教職員も参観し、人権教育に対する各校の取組について理解を深めた。

執行額（千円）

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

　各学校は、生命尊重を根底に、「自分や他人を大切にする心を育てる」ことを学校における人権教育の目標として、自校の児童生徒の実態をもと
に、その具現化と教育の推進に継続して努めた。
　自校の実態を踏まえ、人権教育で「育てたい資質・能力」を明確にした教育活動を展開していることが、学校訪問の指導案や児童生徒の様子、各教
育活動における児童生徒の姿等からくみ取れた。また、小中一貫教育の視点においても、児童生徒の人権に十分配慮した学級づくりを共有し合い、
一人一人のよさをつないでいる。

人権視点 　各学校は、生命尊重を根底に、「自分や他人を大切にする心を育てる」ことを学校における人権教育の目標として、自校の児童
生徒の実態をもとに、その具現化と教育の推進に継続して努めた。
　自校の実態を踏まえ、人権教育で「育てたい資質・能力」を明確にした教育活動を展開していることが、学校訪問の指導案や児
童生徒の様子、各教育活動における児童生徒の姿等からくみ取れた。また、小中一貫教育の視点においても、児童生徒の人権に
十分配慮した学級づくりを共有し合い、一人一人のよさをつないでいる。Ｂ

審議会委員
意見

【確認】道徳教育の充実とありますが、具体的な実施内容を教えてください。また、カリキュラムにおける位置づけはどのようになっていますか。
【確認】新型コロナウイルスに関連する学校での差別問題で、道徳における「公正・公平・社会正義」による計画的な指導を説明してください。
【要望】新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差別を防止する視点が必要であると思いま
す。
【要望】日々忙しい中での人権教育は大変だと思いますが、教職員同志連携がとれる環境を作ってください。

担当課回答

道徳が教科化され、年間35時間（小学校1年生は３４時間）の時数が教育過程に位置づけられています。各学校は年間指導計画に沿って、児童生徒
の発達段階に即した計画的な指導を行っております。学校における道徳教育は道徳の時間を要として学校の教育活動全体を通じて行っており、各
教科はもちろん、教科外活動においても人権教育の推進が図られています。道徳科では年計に沿って進めているため、「公正・公平・社会正義」に関
し、新型コロナウイルスに関連する問題だけを扱っている訳ではありませんが、多面的・多角的に問題を捉えさせ、差別解消も含め人権教育の推進
を図っております。要望いただいた件も併せて、各校の日常指導の中で触れていただいています。また、文部科学省や県・市教育委員会からのメッ
セージをホームページに記載し啓発を図るなど、差別や偏見を防止するための取組を行っています。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①校長会、教頭会、教務主任会での説明
　・小山市学校教育における人権教育の推進の在り方について確認、共通理解
②児童生徒の発達の段階に応じた人権教育を推進
　・全教職員による全教育活動を通した計画的・継続的な指導
③様々な人権問題についての正しい理解と解決に向けた学習の計画的な実施
  ・各教科等の特性を生かした人権尊重の意識を高める指導
④児童生徒の人権に配慮した学級づくり
  ・児童生徒が互いの人権を尊重し合う雰囲気・環境づくり、人権に配慮した言語環境づくり
⑤道徳教育の充実
  ・道徳教育拠点校を設置，道徳の授業の充実　・「心を育てる学校教育の日」の設置（各学校ごとに2学期に実施）



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

2

Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　
１　人権教育及び人権啓発

（１）　あらゆる場を通じた人権教育及び人権啓発の推進

様式１号

①学校における人権教育の推進

施策名

イ．学習内容及び指導方法の改善・充実

○人権教育の視点からとらえた指導内容や指導方法の改善・充実
○共感的理解を図る指導や明るい展望の持てる指導の工夫及び資料の整備・活用
○一人一人を大切にした学級運営

2 担当課・係 学校教育課　教育指導係　（増渕　昌幸・井上　武哉）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①人権教育指導計画（校内の年間計画）の「平成30年度人権教育推進の手引き」の内容の変更にとも
　なう修正・改善・整備
②小山市教育研究所所員による学習内容及び資料、指導方法の研究・開発
　・小、中、義務教育学校教員4名　会場：小山市教育研究所　年間9回
③各教科等人権教育研修会（8月小山市・11月下都賀地区）への参加
　・直接的指導の授業づくり
④中学校ブロック研修における啓発（人権教育推進のためのＱ＆Ａ活用）

R2(2020)
年度事業実績

①人権教育指導計画（校内の年間計画）の整備・改善
　・「自校における課題の明確化と教育計画への適切な位置付け」を小山市学校教育計画の
　　人権教育の努力目標（１）に掲げ、校内の年計の整備・改善に努めていた。
②小山市教育研究所所員による学習内容及び資料、指導方法の研究・開発
　・小山市教育研究所所員として、各学校の人権教育担当教員4名が年間８回の研究を行
　　い、教職員向け人権啓発紙「なかよし」を作成し、各学校に送付した。令和２年度は「見つ
　　め直そうつながり方」をテーマにし、コロナ禍における人と人とのつながり方を意識する
　　ような資料を作成した。また、教職員の人権教育アンケートの実施と分析」も掲載した。
　　各学校では、人権教育主任が中心となり、職員研修等で人権に配慮した指導の充実を
　　図るために有効活用した。
③各教科等人権教育研修会への参加
　・小山市での様々な人権問題を取り上げた直接的指導のタイプの授業づくりと指導法につ
　　いての研修をもとに、各学校で授業実践並びに研究会を行い、下都賀地区の各教科等人
　　権研修会にて授業実践報告と研究協議を行うことで、指導方法の改善充実を図った。参
　　加者は各校１名、若手教員が中心であり、各校における授業実践後に校内で研究会をも
　　ち、学校全体としての振り返りも位置づけられており、日々の授業における指導内容や
　　指導方法の改善・充実に努めている。

執行額（千円）

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

　学校の「教育活動全体を通して人権教育の充実を図ること」を小山市学校教育計画において、努力目標（１）とし、人権尊重を基盤とする一人一人の
児童生徒を大切にした指導の実践と工夫・改善を各校において努めていた。
　人権教育全体計画及び年間指導計画を各学校で作成し、発達の段階に即した人権教育を学校の教育活動全体を通して行っている。また、研究所所
員による人権啓発紙の活用や、各教科等人権教育研修会の授業実践並びに研究会の実施により直接的指導の授業の改善充実を図っている。

人権視点 　学校の「教育活動全体を通して人権教育の充実を図ること」を小山市学校教育計画において、努力目標（１）とし、人権尊重を基
盤とする一人一人の児童生徒を大切にした指導の実践と工夫・改善を各校において努めていた。
　人権教育全体計画及び年間指導計画を各学校で作成し、発達の段階に即した人権教育を学校の教育活動全体を通して行って
いる。また、研究所所員による人権啓発紙の活用や、各教科等人権教育研修会の授業実践並びに研究会の実施により直接的指
導の授業の改善充実を図っている。Ｂ

審議会委員
意見

【確認】③の直接的指導とはどんな指導ですか。
【確認】「人権教育推進の手引き」について令和2年度と令和3年度の変更点を説明してください。
【要望】新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差別を防止
する視点が必要であると思います。
【要望】②のコロナ禍における人と人とのつながり方を意識するような資料を見せてください。

担当課回答

直接的指導は栃木県が進めている人権教育の中で、各教科の授業において「人権一般」や「様々な人権問題」について直接取り
上げ、差別解消に向けた資質・能力を育成している指導です。「人権教育推進の手引き」は令和2年度と3年度において指導内
容の大きな変更はありませんが、「栃木県教育振興基本計画２０２５」が新たに策定され、２０の基本施策の１つに「人権尊重の
精神を育む教育の充実」を位置づけられ、「人権や人権問題の正しい理解を図るための学習・啓発」などに取り組むことになっ
ています。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①人権教育指導計画（校内の年間計画）の「令和３(2021)年度人権教育推進の手引き」の内容の変
　　更にともなう修正・改善・整備
②小山市教育研究所所員による学習内容及び資料、指導方法の研究・開発
　・小、中、義務教育学校教員4名　会場：小山東出張所　年間９回
③各教科等人権教育研修会（８月小山市・１１月下都賀地区）への参加
　・直接的指導の授業づくり
④中学校ブロック研修における啓発（人権教育推進のためのＱ＆Ａ活用）



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

3

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスに関連する人権問題については研修課題として検討していますか。
【要望】新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差別を防止する視点が必
要であると思います。
【その他】コロナ禍での人権教育は大変だと思いますが、感染症と人権が身近に関係したことは今までないことです。これを期
に感染症全般に関わる人権について考えることができるよい機会としてください。

担当課回答

新型コロナウイルスに関連する人権問題については各校の常時指導の中にも課題として扱っています。11月に行われる地区人
権研修会やその事前研修でも本県が進めている直接的指導の中で具体的に「その他の人権問題」として扱い、差別解消に向け
た指導を行うよう伝達して取り組んでいます。令和３(2021)3年度は既に人権教育主任研修会を開催し、その中で各校に同
様に伝達しました。また、文部科学省や県・市教育委員会からのメッセージをホームページに記載し啓発を図るなど、差別や偏
見を防止するための取組を日常的に行っています。

様式１号
Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　

１　人権教育及び人権啓発
（１）　あらゆる場を通じた人権教育及び人権啓発の推進
①学校における人権教育の推進

施策名

ウ．教職員の資質・能力の向上

○すべての教職員が人権尊重の理念についての理解と認識を深め、実践的な指導力を高
　めるための研修の充実
○課題を明確にし、その解決を図るための一貫した人権教育の推進

3 担当課・係 学校教育課　教育指導係　（増渕　昌幸・井上　武哉）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①小山市人権教育主任研修会
②人権教育に係る校内研修の充実
　・教職員の人権感覚・人権意識の高揚
　・「令和２(2020)年度人権教育推進の手引き」の内容の変更点の確認
　・「人権教育推進のためのＱ＆Ａ」の内容確認
③中学校ブロック人権教育研修会の実施（年間2回）
  ・授業研究会（基底的・間接的・直接的指導の在り方）
  ・人権に関する講話    ・ワークショップ
  ・フィルムフォーラム　・小・中の連携、情報交換
④教職員向け人権教育研修用資料「なかよし」の編集・発行

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①小山市人権教育主任研修会
②人権教育に係る校内研修の充実
　・教職員の人権感覚・人権意識の高揚
　・「令和３(2021)年度人権教育推進の手引き」の内容の変更点の確認
　・「人権教育推進のためのＱ＆Ａ」の内容確認
③中学校ブロック人権教育研修会の実施（年間2回）
  ・授業研究会（基底的・間接的・直接的指導の在り方）
  ・人権に関する講話    ・ワークショップ
  ・フィルムフォーラム　・小・中の連携、情報交換
④教職員向け人権教育研修用資料「なかよし」の編集・発行

R2(2020)
年度事業実績

①小山市人権教育主任研修会
　・コロナ禍のため、実施できず。
②人権教育に係る校内研修の充実
　・教職員の人権感覚、人権意識の高揚のために、直接的指導の授業実践並びに授業研究
　　会、教職員向け人権啓発紙「なかよし」を活用した校内研修を各学校ごとに実施した。
③中学校ブロック人権教育研修会の実施（年間2回）
　　要請に応じて、指導主事が講話や授業研究会等の指導・助言を行った。
  ・授業研究会（基底的・間接的・直接的指導の在り方）
  ・講話    ・ワークショップ  ・フィルムフォーラム 　・情報交換
④教職員向け人権教育研修用資料「なかよし」の編集・発行
　・「なかよし」の内容として、子どもたちの人権を尊重した教師のはたらきかけの事例や、
　　人権に関する意識調査の変化等、教師が日々の教育活動において常に意識し、具体的な
　　場面で生かしていけるよう紙面を工夫した。
　・以上の他に、「学級活動・学級経営研修」「道徳教育研修」「小山市いじめ問題対策検討委
　　員会」等を実施し、一人一人の児童生徒の人権を大切にするために取り組んだ。

執行額（千円）

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

　小山市学校教育計画では「教職員一人一人の資質の向上」を努力目標（２）に掲げ、教職員自らの課題として人権感覚を磨き、人権意識を高めてい
けるよう、文部科学省からの通達の全職員への周知・啓発・理解、各研修の設定とその工夫・改善を行ってきた。
　各中学校ブロック人権教育研修会や校内研修では、授業研究会やワークショップを中心などコロナ禍ではあるができる範囲での研修を実施した。
指導の在り方について、日々の教育活動での具体的取組の意見交換や、指導上共通理解を図ることの確認により、教師の人権意識も高揚した。ま
た、新たな人権課題へのきめ細やかな対応についても、全教職員への周知・理解により、各学校での対応の在り方を検討できた。

人権視点 人権主任研修は行えなかったが、県作成資料等の活用を図り、各学校単位での研修は進めること
ができた。

Ｂ



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

4

R2(2020)
年度事業計画

①集会所講座 　　～生きがいをもち、市民が生き生きと暮らせる社会づくり～
　　「共生の心」の醸成を目的として、3集会所にて講座を実施。　・実施期間　4月～11月　各20回
　　　対象者： 市民　　　内容　健康体操他
②さわやか人権学習会（出前講座）　・実施日　年間随時　　対象者　要請のあった団体・公民館
③人権教育指導者一般研修

R2(2020)
年度事業実績

①集会所講座
　新型コロナの感染防止のため中止

②さわやか人権学習会（出前講座）
　公民館における人権学習会
　11/10　大谷公民館　高齢者学級　20名
　12/1　  豊田公民館　高齢者学級　26名
　12/9    桑公民館　　高齢者学級　25名　　計3回　71名

　その他の施設・団体
　12/15　家庭教育支援チーム「かざぐるま」　6名
　1/20　  主任児童員（民生委員）　22名　※新型コロナにより中止　資料のみ配付
　2/22    家庭教育オピニオンリーダー「ポケットの会」30名
                                                                                        　　計2回　36名
③人権教育指導者一般研修
　新型コロナの感染防止のため中止

執行額（千円）

様式１号
Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　

１　人権教育及び人権啓発
（１）　あらゆる場を通じた人権教育及び人権啓発の推進
②家庭・地域における人権教育及び人権啓発の推進

施策名

4 担当課・係 生涯学習課　人権教育係　（宮田　晃代・金森　宏）

ア．生涯にわたる学習機会の提供

○人権学習を取り入れた学級・講座の開設及びボランティア等の体験活動機会の充実
○参加者の学習意欲を喚起する学習方法の研究・開発
○指導者研修の充実・指導者の養成と資質の向上

事　業　の　内　容

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｄ

　集会所講座と人権教育指導者一般研修は新型コロナ感染拡大防止のため、開催が中止
となり、十分に事業を行うことができなかった。出前講座が中止になった際、その分の参
考資料を作成・配付することで、自己研修の一助となるよう工夫した。

人権視点 　「人権」は、難しいというイメージをもっている学習者が多いため、身近で関心の高い話
題を取り上げ、参加者にまず興味をもたせる工夫をした。また、参加者が主体的に活動で
きるよう、ワークショップを取り入れたプログラムを計画、実施することができた。参加者
に合わせたプログラムを作成することができた。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】人権視点のＡ評価は実施内容についての評価ですか。それともその結果人権への理解が得られたとの視点ですか。
【確認】移管された集会所の活用内容等を説明してください。
【要望】新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差別を防止する視点が必
要であると思います。
【評価】新型コロナウイルスの影響で事業達成が難しい中、参加者に興味を持たせる工夫をした活動は良かったと思います。

担当課回答

確認①：どちらの評価も含みます。主にアンケートでの感想により評価しました。
確認②：移管された集会所は、自治会公民館として地元住民が様々な用途に活用しています。
要望：公民館で実施する人権学習会において、新型コロナウイルスによる差別や偏見について取り上
げます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①集会所講座 　　～生きがいをもち、市民が生き生きと暮らせる社会づくり～
　　「共生の心」の醸成を目的として、3集会所にて講座を実施。　・実施期間　4月～７月　各12回
　　　対象者： 市民　　　内容　健康体操他
②さわやか人権学習会（出前講座）　・実施日　年間随時　　対象者　要請のあった団体・公民館
③人権教育指導者一般研修
・実施日　８月17日　　　　　　　　　　　 　・対象者　各小・中学校教職員・保護者・行政職員等
・演題　　 子どものＳＮＳ事情　　　　　　　・講師　　石川　結貴　氏



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

5

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ

5 担当課・係
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①人権啓発のためのポスター掲示、パンフレット回覧、設置依頼
　　法務局等から送付される啓発ポスターの掲示等を学校、出張所等の関係部署に依頼
②まちづくり出前講座による人権教育・啓発の実施　　講座名「人権について考える」
③子ども向けの人権学習会の実施
④人権啓発リーフレットの作成・配布：5,000部　「知ってますか？子どもの権利条約」（中学生向け）
　　配布先：市内中学生及び義務教育学校7・8・9年生と各中学校等
　

　リーフレットを作成する際に、イラストや文章の表現において、人種や性別に偏
りが無いように配慮した。また、困ったことや悩みについての相談窓口を分かり
やすく表記したので学校や子どもたちに十分な情報提供ができた。Ａ

審議会委員
意見

【確認】まちづくり出前講座の依頼がない状況が続いているようですが、なぜ依頼がないのかを把握していますか。地域での講座を自発に任せて
いては自主的な講座の開催はないと思います。
【確認】人権・男女共同参画課として、コロナ差別問題のリーフレットやポスター等の作成を検討しましたか。
【要望】新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差別を防止する視点が必要であると思いま
す。
【評価】ＰＲに人権配慮した工夫や、相談窓口を分かりやすく表記したことにより、悩みを相談できる子どもが増えることを期待します。

担当課回答

〇まちづくり出前講座については依頼がない状況が続いておりますので、今後は公民館に講座の活用
　を依頼してまいります。
〇コロナ差別については、ホームページで「新型コロナウイルス感染症に関連する人権」に対し配慮し
　ていただくよう啓発しております。また、「シトラスリボンプロジェクト」に関するリーフレットやリボン
　の配布を予定しております。

人権視点

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①人権啓発のためのポスター掲示、パンフレット回覧、設置依頼
　　法務局等から送付される啓発ポスターの掲示等を学校、出張所等の関係部署に依頼
②まちづくり出前講座による人権教育・啓発の実施　 講座名「人権について考える」
③子ども向けの人権学習会の実施
④人権啓発リーフレットの作成・配布：5,000部
　　「知ってますか？子どもの権利条約」（小学校低学年向け）
　　配布先：市内小学生及び義務教育学校1・2・3年生と各小学校等
　

R2(2020)
年度事業実績

①法務省等から送付される啓発ポスターの掲示やパンフレットの設置等
　を学校、出張所等の関係部署に依頼
②まちづくり出前講座の開催：依頼件数　0件
③子ども向けの人権学習会(なかよし学習会）は新型コロナウイルスのた
　　め中止
④人権啓発リーフレットの作成・配布：５,000部
　　　「知ってますか？子どもの権利条約」
　　　　　　　　　　　　　　　　　（中学生及び義務教育学校７・８・９年生向け）
　　　　配布先：市内中学生及び義務教育学校７・８・９年生と各中学校等
　　・「子どもの権利条約」についてのリーフレットを作成し、市内中学校
　　　等に配布

執行額（千円）
④人権啓発
リーフレット作成
　　　　　　　　55

・新型コロナウイルスのため、子ども向けの人権教室が実施できなかった。
・まちづくり出前講座は依頼がない年が続いているため、ＰＲや開催方法などの
見直しが必要と考える。

イ．家庭や地域の教育力の向上

○家庭や地域が人権尊重の理念についての理解を深め、主体的に学習できる機会の提供

人権・男女共同参画課　人権推進係　（黒川澄子・添野智子）

１　人権教育及び人権啓発
（１）　あらゆる場を通じた人権教育及び人権啓発の推進
②家庭・地域における人権教育及び人権啓発の推進

施策名

様式１号
Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

6

R2(2020)
年度事業計画

①さわやか人権学習（出前講座）
　　・実施日　年間随時
　　・対象者　高齢者学級・女性学級・家庭教育学級等
②その他、要請を受けた人権学習や研修の実施
③家庭教育学級・親学習プログラム等における人権に関する学習機会の設定

様式１号
Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　

１　人権教育及び人権啓発

施策名

6 担当課・係 生涯学習課　人権教育係　（宮田　晃代・金森　宏）　
事　業　の　内　容

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①さわやか人権学習（出前講座）
　　・実施日　年間随時
　　・対象者　高齢者学級・女性学級・家庭教育学級等
②その他、要請を受けた人権学習や研修の実施
③家庭教育学級・親学習プログラム等における人権に関する学習機会の設定

審議会委員
意見

【確認】「家庭教育学級・親学習プログラム」等で育成会や自治会を含めた家庭への働きかけを進めていますか。
【要望】新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差別を防止する視点が必
要であると思います。
【評価】家庭教育オピニオンリーダーへの発信は評価します。目的をもって活動する方々は自主的な参加が期待できます。

担当課回答

確認：家庭教育オピニンリーダーが研修会で得た気付きを親プログラムにいかせいるよう、担当者と
連携して働きかけます。
要望：公民館で実施する人権学習会において、新型コロナウイルスによる差別や偏見について取り上
げます。

イ．家庭や地域の教育力の向上

○家庭や地域が人権尊重の理念についての理解を深め、主体的に学習できる機会の提供
○保護者や子どもたちがいつでも気軽に相談できるような相談体制の充実

R2(2020)
年度事業実績

①出前講座（さわやか人権学習会）
　　生涯学習課発行「おやま・まちづくり出前講座」として案内
　　公民館における人権学習会
　11/10　大谷公民館　高齢者学級　20名
　12/1　  豊田公民館　高齢者学級　26名
　12/9    桑公民館　　高齢者学級　25名　　計3回　71名

　その他の施設・団体
　12/15　家庭教育支援チーム「かざぐるま」　6名
　1/20　  主任児童員（民生委員）　22名　※新型コロナにより中止　資料のみ配
付
　2/22     家庭教育オピニオンリーダー「ポケットの会」30名　　計2回　36名
　
②その他の人権学習会
　11/4･11･18　小山南高校　全校生徒　420名
　11/10　　　　羽川西小学校　親子学習　38名
　12/1　　　　  小山第一小学校　人権学習　301名　　　　　計759名

執行額（千円）

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｄ

　親学習プログラムでは実施できなかったが、親学習プログラムを実施する家庭教育オピニオン
リーダー対象の研修を行うことができた。研修内容は小山市で親学習プログラムを実施している
「かざぐるま」の広報誌に掲載され、保護者向けの啓発活動につながった。

人権視点 　コロナ禍により、中止となった学習会も多かったが、今年度初めて実施する団体があり、わずかで
あるが、学習の場を広げることができた。学習会では、身近なことから人権尊重の大切さについて
考えられるように工夫した。ワークショップを取り入れ、感染症対策を行いながら、参加者同士でお
互いの意見を尊重しながら活動を行い、アンケートでは概ね好評を得られた。Ａ

（１）　あらゆる場を通じた人権教育及び人権啓発の推進
②家庭・地域における人権教育及び人権啓発の推進
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施策の方針
施策の方向

事業番号

7

【確認】新型コロナウイルスの影響のため活動が実施できないので、新しい取り組みを検討していますか。
【要望】新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差別を防止する視点が必
要であると思います。
【要望】拉致問題に対する市民への啓発は非常に重要です。アニメ「めぐみ」の上映などが効果的であると考えます。
【その他】新型コロナの影響は非常に大きい。そのような中で感染症と人権の問題も見えて来たのではないかと思います。

担当課回答

〇新型コロナウイルスにより、人々の生活様式や行動が一変しました。人を集めての啓発活動には三密の回避に
　限界があることから、今後はホームページの充実やおーラジのさらなる活用により人権啓発に取り組んでま
　いります。また、市民向けの研修会などは、オンライン形式での実施やホームページでの公開などができない
　か検討してまいります。
〇拉致問題については、１２月の強化週間におーラジのインフォマーシャルで啓発をしているところですが、ホー
　ムページでの啓発も進めてまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①人権擁護委員と連携した啓発活動
　　（街頭啓発活動の実施、人権の花運動、人権標語募集、子ども向け人権教室）
②各種媒体による啓発
　　（市ホームページ、広報による人権特集記事の掲載、行政テレビ、おーラジ）
③人権啓発リーフレットの作成・配布：5,000部
　　「知ってますか？子どもの権利条約」（小学校低学年向け）
　　配布先：市内小学生及び義務教育学校1・2・3年生と各小学校等
④人権講演会の開催（生涯学習課との連携）

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ
①新型コロナウイルスのため、人権擁護委員と連携した啓発活動がほとんど実施
できなかった。

人権視点 人権啓発リーフレットのイラストや文章の表現において、人種や性別に偏りが無
いように配慮した。また、悩みについての相談窓口を分かりやすく記載した。

Ａ

審議会委員
意見

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①人権擁護委員と連携した啓発活動
　（街頭啓発活動の実施、人権の花運動、人権標語募集、子ども向け人権教室）
②各種媒体による啓発
　　（市ホームページ、広報による人権特集記事の掲載、行政テレビ、おーラジ）
③人権啓発リーフレットの作成・配布：5,000部　「知ってますか？子どもの権利条約」（中学生向け）
　　配布先：市内中学生及び義務教育学校7・8・9年生と各中学校等
④人権講演会の開催（生涯学習課との連携）

R2(2020)
年度事業実績

様式１号
Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　

１　人権教育及び人権啓発
（１）　あらゆる場を通じた人権教育及び人権啓発の推進

①人権擁護委員と連携した啓発活動
　●街頭啓発活動は新型コロナウイルスのため中止
　●人権の花運動：新型コロナウイルスのため人権講話を中止し、対象校に花苗のみを配布
　　　小学校7校　（小山第三、若木、東城南、大谷北、間々田、豊田南、絹義務)
　●人権の花運動：球根配布（秋）：市内全小・中学校、義務教育学校　36校
　●人権標語募集：小学校3校（小山第一、小山第二、東城南）
　　　表彰及び立て看板の作成、広報2月号等への掲載　※表彰式は実施せず
　●子ども向け人権教室（なかよし学習会）は中止
②各種媒体による啓発　・市ホームページ：人権問題に関する説明、相談窓口の紹介
　●広報による啓発　人権特集記事の掲載
　　　・（5月号）「人権擁護委員の日」　・（12月号）「人権週間」　・（2月号）「人権標語入選作品」
　　　・電話相談強化週間のお知らせ（2回:インフォメーション）
　　　　（11月号）「女性の人権ホットライン」　・（12月号）「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
　●行政テレビによる人権啓発ビデオ放映（4、7、8、12、2月）
　●おーラジによる周知：・（12/4～10）「人権週間」
　　　　　　　　　　　　　　　　　・（12/10～16）「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
③人権啓発リーフレットの作成・配布：5,000部　「知ってますか？子どもの権利条約」（中学生）
　　　配布先：市内中学校及び義務教育学校7・8・9年生と各中学校等
④人権啓発イベントの開催（生涯学習課との連携）
　●「第42回人権講演会」は新型コロナウイルスのため令和3年度に延期

執行額（千円）
①人権擁護委員協
　議会第二部会補
　助金　　　　　196
●人権の花
　・花苗　　  　 105
　・球根  　　　   ４１
●人権標語      ５９
③人権啓発リーフ
　レット作成     55

②家庭・地域における人権教育及び人権啓発の推進

施策名

ウ．市民への人権啓発の推進

○市民が主体的に参加し、人権尊重の理解を深められるイベントの実施
○内容・手法に工夫を凝らし、市民の意識・関心を喚起する啓発活動の実施
○人権啓発資料の作成・配布及び広報活動の推進

7 担当課・係 人権・男女共同参画課　人権推進係　（黒川澄子・添野智子）



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

8

ウ．市民への人権啓発の推進

１　人権教育及び人権啓発
（１）　あらゆる場を通じた人権教育及び人権啓発の推進
②家庭・地域における人権教育及び人権啓発の推進

施策名
○市民が主体的に参加し、人権尊重の理解を深められるイベントの実施
○内容・手法に工夫を凝らし、市民の意識・関心を喚起する啓発活動の実施
○人権啓発資料の作成・配布及び広報活動の推進

Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　
様式１号

8 担当課・係 生涯学習課　人権教育係　（宮田　晃代・金森　宏）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①人権講演会　　令和3年 2月4日(木)開催　　　対象者　市民一般
　　　　　　　　　　　※新型コロナウィルスの感染拡大により8月から2月に延期
　 　　演題  子どものＳＮＳ事情（仮）　　 　講師　石川　結貴(いしかわ　ゆうき）氏　（ジャーナリスト）
②啓発リーフレットの作成・配布　12月全戸配布
③保護者向け人権啓発紙「ほほえみ」の作成・配布　　 年3回（学期ごと）に配布
④啓発ビデオの購入・貸出　随時
⑤ホームページ「生涯学習課人権教育」及び「人権の扉」の更新
⑥小山市いじめ等防止市民会議の開催（年2回開催）
　 第1回　6月中（書面にて実施）※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため　　　　 第2回　2月1日

R2(2020)
年度事業実績

①人権講演会
　※新型コロナにより中止
②啓発リーフレットの作成・配布　12月に全戸配布
③家庭向け人権啓発紙「ほほえみ」の作成・配布　　 年3回（学期ごと）に配布
④啓発DVD・ビデオの購入・貸出
　　10校に30本のDVD及びビデオを貸出
⑤ホームページ「生涯学習課人権教育」の更新
　新しく8ページ作成
⑥小山市いじめ等防止市民会議の開催（年2回開催）
　 第1回　6月中（書面にて実施）
　 第2回　2月中（書面にて実施）
　令和2年度テーマ「新型コロナウイルスの感染拡大に伴ういじめや差別」

執行額（千円）
①講演料　　0円
②リーフレット作成費
　483千円
③家庭向け啓発紙代
　51千円
④啓発DVD購入代
　65千円
⑥市民会議講師料
　70千円

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ

　多くの市民への研修・啓発の機会となる人権講演会は新型コロナにより中止となった。そのため、
啓発紙の配付に加え、ホームページでの啓発に力を入れた。いじめ等防止市民会議は書面会議とし
た。各委員の意見をホームページにも掲載し、啓発活動に活用できた。

人権視点 　啓発リーフレットの作成に当たって、全てに仮名を付け、イラストを多用し、多くの人にとって読み
やすい紙面となるよう工夫した。市民にとって身近な話題である新型コロナによる偏見や差別を取
り上げ、自分事として考えられるような内容とした。ホームページでのDVD紹介も利用しやすく更
新し、利用団体が増えた。Ａ

審議会委員
意見

【要望】新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差
別を防止する視点が必要であると思います。
【評価】新型コロナ禍でのHPの利用などを評価します。DＶDやビデオの貸し出しを公民館にも拡充し
てほしいし、市民向け講座での利用を勧めてほしいです。

担当課回答

要望：新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差
別を防止する視点で作成した人権啓発リーフレット「おやま」を研修会等で活用し、啓発活動に生かし
ます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①人権講演会　　令和3年 ８月17日(火)開催　　　対象者　市民一般
　演題  スマホ世代の子どもとどう向き合うか　　 　講師　石川　結貴(いしかわ　ゆうき）氏　（ジャーナリスト）
②啓発リーフレットの作成・配布　12月全戸配布
③保護者向け人権啓発紙「ほほえみ」の作成・配布　　 年3回（学期ごと）に配布
④啓発DVD・ビデオの購入・貸出　随時
⑤ホームページ「生涯学習課人権教育」の更新
⑥小山市いじめ等防止市民会議の開催（年2回開催）
　 第1回　6月22日　　　　 第2回　2月４日



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

9

①生涯学習課・工業振興課と連携した企業向けの人権研修会の実施
　　・各工業団地の総会等における「企業向け研修」案内の配布及び説明
　　・人権講演会のポスター、チラシの配布
②団体などへの人権啓発の実施：企業イベント等で啓発活動
③「特定職業従事者人権研修会」の開催
④人権啓発リーフレットの作成・配布：5,000部　「知ってますか？子どもの権利条約」
　　（小学校低学年向け）　配布先：市内小学生及び義務教育学校1・2・3年生と各小学校等

9 担当課・係 人権・男女共同参画課　人権推進係　（黒川澄子・添野智子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①生涯学習課・工業振興課と連携した企業向けの人権研修会の実施
　　・各工業団地の総会等における「企業向け研修」案内の配布及び説明
　　・人権講演会のポスター、チラシの配布
②団体などへの人権啓発の実施：企業イベント等で啓発活動
③「特定職業従事者人権研修会」の開催
④人権啓発リーフレットの作成・配布：５,000部　「知ってますか？子どもの権利条約」（中学生向け）
　　　配布先：市内中学生及び義務教育学校7・8・9年生と各中学校等

様式１号
Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　

人権啓発リーフレットのイラストや文章の表現を人種や性別に偏りが無いように
配慮し、相談窓口を分かりやすく記載した。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】④は他の事業番号の中にもありますが、重複している内容ですか。それとも別の目的ですか。
【要望】新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差
別を防止する視点が必要であると思います。
【要望】新型コロナウイルス関連の人権問題について、企業や団体に向けて取り組んでください。

担当課回答

〇④は重複しています。今回作成したリーフレットは中学生に配布するとともに、各中学校の教職員が
　活用していただくことも想定して配布しました。
〇人権啓発パンフレットについては、年度によって人権課題を選定しているので、その課題に関係する
　組織に配布し、人権啓発を図っております。

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ
①新型コロナウイルスのため、人権擁護委員と連携した啓発活動及び特定職業
従事者研修会が実施できなかった。

人権視点

Ｒ3(2021)
年度事業計画

１　人権教育及び人権啓発
（１）　あらゆる場を通じた人権教育及び人権啓発の推進
③企業・団体等における人権教育及び人権啓発の推進

施策名
○企業や団体等における人権啓発研修への講師派遣等、自主的な教育・啓発活動に対する
　支援

R2(2020)
年度事業実績

①企業・団体等への人権研修会の実施（生涯学習課との連携）
　・２／１８　太陽生命　社員研修　３０名参加
　　　　　　　　「あなたならどうする？
　　　　　　　　　　新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別について
　　　　　　　　　　考えよう」
　　　　　　　　　　　※下都賀教育事務所に講師派遣依頼

②人権擁護委員との協働による企業イベントでの人権啓発活動は、新型
　　コロナウイルスのため中止

③「特定職業従事者人権研修会」は、新型コロナウイルスのため中止

④人権啓発リーフレットの作成・配布：5,000部
　　　「知ってますか？子どもの権利条約」（中学生）
　　　配布先：市内中学生及び義務教育学校7・8・9年生と各中学校等

執行額（千円）
④人権啓発
リーフレット作成
　　　　　　　55



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

10

10 担当課・係 生涯学習課　人権教育係　（宮田　晃代・金森　宏）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

人権推進課、工業振興課と連携し、研修等を実施
①企業・団体等への人権研修会　　　実施日：年間随時　　対象：市内企業・団体
②企業・団体等への人権講演会・研修会等の案内配付
③企業・団体等への人権啓発パンフレット等配布

R2(2020)
年度事業実績

①企業・団体等への人権研修会の実施
　・２／１８　太陽生命　３０名
　　　　　　　　社員研修
　　　　　　　　　「あなたならどうする？
　　　　　　　　　　新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別について考えよう」
　　　　　　　　※下都賀教育事務所に講師派遣依頼

②企業・団体等への人権講演会・研修会等の案内配付
③企業・団体等への人権啓発リーフレット・スローガン等配布

執行額（千円）

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

○企業や団体等における人権啓発研修への講師派遣等、自主的な教育・啓発活動に対する
　支援

様式１号
Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　

１　人権教育及び人権啓発

審議会委員
意見

【確認】太陽生命での研修を評価します。この研修は太陽生命からの依頼で行ったものですか。
【確認】企業・団体等への人権研修の内容を説明してください。
【要望】新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差別を防止する視点が必要である
と思います。
【評価】新型コロナウイルスの禍中でもできる活動を実施することで、大切な気付きを実感することができたのは良かったと思います。

担当課回答

確認①：太陽生命から依頼がありました。
確認②：主に新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別の事例や、HIV感染症・ハンセン病など感
染症の歴史を取上げ、偏見や差別のうまれる原因と未然防止について話し合いました。
要望：新型コロナウイルス感染者、医療従事者本人や家族に対する学校・職場・地域における不当な差
別を防止する視点で作成した人権啓発リーフレット「おやま」を研修会等で活用し、啓発活動に生かし
ます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

人権推進課、工業振興課と連携し、研修等を実施
①企業・団体等への人権研修会　　　実施日：年間随時　　対象：市内企業・団体
②企業・団体等への人権講演会・研修会等の案内配付
③企業・団体等への人権啓発パンフレット等配布

（１）　あらゆる場を通じた人権教育及び人権啓発の推進
③企業・団体等における人権教育及び人権啓発の推進

施策名

Ａ

　計画通り実施することができた。講演会は実施できなかったが、企業から参加の申込み
もあった。また、今年度は、人権啓発リーフレットに加え、「おやまっ子いじめゼロスローガ
ン」も配付し、掲示してもらうことができた。

人権視点 　太陽生命での研修では、新型コロナウイルス感染症による偏見や差別についての内容で実施し
た。参加者にとっても身近な話題であり、参加者同士の意見交換は、時間が足りなくなるほど活発
に行われ、それぞれがもっている不安や偏見を生む心に気付くことができた。

Ａ



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

11

自己評価の理由

Ｃ
新型コロナウイルスのため運動団体が開催する研修会が中止となり、市職員の
人権問題に対する理解を深める機会が少なかった。

人権視点 新型コロナウイルスにより運動団体が開催する研修会が中止となってしまったた
め、市職員の人権意識の高揚を図るための手段を考える必要がある。

Ｂ

様式１号

①行政・教育･医療・福祉などの従事者に対する人権教育及び人権啓発

Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　
１　人権教育及び人権啓発

（２）特定職業従事者に対する人権教育及び人権啓発の推進　

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①下都賀地区人権フォーラムへの市職員の参加
②人権運動団体等が主催する人権講演会及び研修会への市職員の参加
③市職員研修への講師派遣（職員研修所・生涯学習課と連携）
④特定職業従事者人権研修会（人権推進課主催）の開催

R2(2020)
年度事業実績

◎開催した研修
　　・部落解放愛する会県連研修会への市職員の参加：11/20-21　日光市　5名
    ・11/26　第22回栃木県ヒューマンライツセミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（NPO人権センターとちぎ主催）　　6名
③市職員研修への講師派遣（職員研修所・生涯学習課と連携）
　　・４月１６日　市新任係長級職員対象　人権一般・同和問題
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※新型コロナにより中止
　　・７月　２日　市新採用職員対象　 　　 人権一般・同和問題　５９名
　　・７月２５日  市初級職員対象　　　　　 人権一般・同和問題　７７名
　
◎新型コロナウイルスのため中止及び不参加の研修等
　①下都賀地区人権フォーラム：令和3年度に延期
　②団体が主催する人権講演会及び研修会
　　・ 6月　第17回栃木県人権研究集会（部落解放同盟栃木県連合会主催）
　　・10月 人権講演会（部落解放愛する会栃木県連合会主催）
　　・2020年度連続講座「人権基礎講座」（NPO人権センターとちぎ主催）
　④特定職業従事者人権研修会（人権推進課主催）

執行額（千円）
参加負担金等
　　　　  　   19

施策名
○人権に関わりの深い特定の職業に従事する者への人権研修や講演会の実施
○関係機関が行う研修等への支援

11 担当課・係 人権・男女共同参画課　人権推進係　（黒川澄子・添野智子）

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスに関する差別問題で、市が作成した掲示物等の取り組みの効果を説明してください。
【確認】施策の方向に医療・福祉がありますが、今までに医療機関や福祉施設に対しての人権教育人権啓発は行っ
ていましたか。医療介護の連携を目的として地域連携型になっていますが、そこに人権推進の介入はできないの
でしょうか。

担当課回答

〇広報小山やホームページで新型コロナウイルスに関する偏見・差別・誹謗中傷をしないように啓発し
　ています。また、12月の人権週間の期間におーラジでも啓発をしました。今後は健康増進課と連携し
　て「シトラスリボンプロジェクト」に関するリーフレットやリボンの配布を行います。
〇過去に「障がい者」をテーマに特定職業従事者研修を開催した時には、福祉施設にも参加していただ
　きました。今後も研修のテーマに応じて関係する施設への啓発を実施してまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①下都賀地区人権フォーラムへの市職員の参加
②人権運動団体等が主催する人権講演会及び研修会への市職員の参加
③市職員研修への講師派遣（職員研修所・生涯学習課と連携）
④特定職業従事者人権研修会（人権・男女共同参画課主催）の開催

第一次評価
(自己評価）

事業実績



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

12

R2(2020)
年度事業実績

人権推進課、職員研修所、学校教育課と連携し、研修等を実施
①人権教育指導者一般研修　※新型コロナにより中止
②小山地区職員研修協議会主催による研修会講師派遣
　　・４月１６日　市新任係長級職員対象　人権一般・同和問題　※新型コロナにより中止
　　・７月　２日　市新採用職員対象　 　　 人権一般・同和問題　５９名
　　・７月２５日  市初級職員対象　　　　　 人権一般・同和問題　７７名
③中学校区ブロック人権教育研修会等講師派遣
　　・７月３１日　美田中ブロック　 　　６０名
④教職員対象人権教育研修会講師派遣
　　・８月５日　市人権教育研修　３４名
⑤教育研究所人権教育研究部会研修
    ・教職員の人権意識高揚を図るために、人権啓発紙「なかよし」を年２回発行。

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

人権推進課、職員研修所、学校教育課と連携し、研修等を実施する。
①人権教育指導者一般研修　実施日　2月4日　※新型コロナウィルスの感染拡大を受け8月から2月に延期
②小山地区職員研修協議会主催による研修会講師派遣
　・4月16日　新任係長級職員研修　人権一般・同和問題
　・7月　2日　新規採用職員研修　　人権一般・同和問題
　・8月26日  初級職員研修　　　　　人権一般・同和問題
③中学校区ブロック人権教育研修会講師派遣（随時）
④小山市人権教育研修会講師派遣　　　8月　5日　市内小・中学校教員
⑤教育研究所人権教育研究部会研修

執行額（千円）

（２）　特定職業従事者に対する人権教育及び人権啓発の推進
①行政・教育･医療・福祉などの従事者に対する人権教育及び人権啓発

施策名
○人権に関わりの深い特定の職業に従事する者への人権研修や講演会の実施
○関係機関が行う研修等への支援

12 担当課・係 生涯学習課　人権教育係　（宮田　晃代・金森　宏）

審議会委員
意見

【要望】リモートまたはオンライン研修等を検討してください。
【評価】新型コロナウイルス関連の偏見に着目したことを評価します。感染症全般においてその背景に
人権の問題があることを含めて今後進めてほしい。

担当課回答

要望：今後の感染拡大状況により実施できない場合は、検討いたします。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

人権推進課、職員研修所、学校教育課と連携し、研修等を実施する。
①人権教育指導者一般研修　実施日　８月17日
②小山地区職員研修協議会主催による研修会講師派遣
　・4月1９日　新任係長級職員研修　人権一般・同和問題
　・7月  7日　新規採用職員研修　　人権一般・同和問題
　・8月18日  初級職員研修　　　　　人権一般・同和問題
③中学校区ブロック人権教育研修会講師派遣（随時）
④小山市人権教育研修会講師派遣　　　8月　４日　市内小・中学校教員
⑤教育研究所人権教育研究部会研修

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ

　二つの研修が新型コロナにより中止となった。実施できた研修では、感染症対策も含
め、関係する課と相談しながら計画を立て、進めることができた。教育研究所の人権研究
部会で発行している「なかよし」では、市内の教職員に対して啓発を行うことができた。

人権視点 　職員研修では、多くのニュースで話題となっていた「新型コロナによる偏見や差別」「人種差別」「イ
ンターネットによる人権侵害」「性の多様性」などの時事的な人権課題について取り上げ、理解を深
めた。また、同和問題については、研修の中でも多くの時間を使って正しい知識が得られるよう資
料を提示し、視聴覚教材も活用した。Ａ

Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　
１　人権教育及び人権啓発

様式１号



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

13

様式１号
Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　

２　相談・支援
（１）　相談支援体制の充実
①相談機能・支援体制の充実、関係機関との連携強化

施策名
○それぞれの相談窓口機能の充実
○関係機関のネットワークの構築による連携強化
○相談員等への研修による資質の向上

13 担当課・係 人権・男女共同参画課　人権推進係　（黒川澄子・添野智子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①人権擁護委員による人権問題に係る全般的な相談受付
②生活相談員による相談の実施
③電話、メールによる相談の実施
④栃木人権擁護委員協議会第二部会の研修の実施
⑤宇都宮地方法務局と連携した相談業務の実施
　　・子どもの人権SOSミニレターの配布支援　・相談業務に関する指導依頼
⑥市の各種相談窓口との連携強化（相談内容に応じて他の専門的な相談への案内が行える体制づくり）

R2(2020)
年度事業実績

①人権擁護委員による人権問題に係る全般的な相談受付
　　日時：毎月第2金曜日 10:00-12:00　13:00-15:00（広報小山で案内）
　　　場所：市役所及び中央公民館研修室等　相談員：人権擁護委員2名
　　※新型コロナウイルスのため8～12月のみ開設　相談件数：4件
②生活相談員による相談の実施
　　　相談員：1名（人権推進課）　件数：1件
③電話、メール、来課による相談の実施　件数：12件
④栃木人権擁護委員協議会第二部会の研修
　　※新型コロナウイルスのため1回のみ実施
　　　中学校の人権教室についての内容検討　人権擁護委員17名出席
⑤宇都宮地方法務局と連携した相談業務の実施
　　　・子どもの人権SOSミニレターを各小・中・義務教育学校等に配布する際に
　　　　支援した。
⑥市の各種相談窓口との連携強化
　　　・相談内容に応じて担当部署や専門相談を案内

執行額（千円）
①人権擁護委員
　協議会第二部
　会補助金
　　　　　　 19６
②報酬
　職員活性課
　予算より支出

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ
新型コロナウイルスのため人権擁護委員による人権相談が8月から12月のみの
開催となったため。

人権視点 相談を受ける際には、相談者の思いに寄り添って丁寧に傾聴し、適切な相談窓
口を案内するように心がけている。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】②と③の相談内容を説明できる範囲で示してください。
【確認】②と③には線引きがあるのですか。生活相談員は③は受けないのですか。
【提案】相談員による相談が１名に対して、電話・メールでの相談は12件。新型コロナの影響もあると思
いますが、電話やメールでの受付を強化しても良いのではないでしょうか。

担当課回答

〇生活相談員は主に同和問題（部落差別）を中心に定期的に相談を受けています。③の相談は人権・
　男女共同参画課の職員及び生活相談員も対応しており、来課は５件、電話及びメールは7件です。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①人権擁護委員による人権問題に係る全般的な相談受付
②生活相談員による相談の実施
③電話、メールによる相談の実施
④栃木人権擁護委員協議会第二部会の研修の実施
⑤宇都宮地方法務局と連携した相談業務の実施
　　・子どもの人権SOSミニレターの配布支援　・相談業務に関する指導依頼
⑥市の各種相談窓口との連携強化
　　（相談内容に応じて他の専門的な相談への案内が行える体制づくり）



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

14

様式１号
Ⅰ　人権施策の推進に関する基本的取組　　　　　　　　

２　相談・支援
（１）　相談支援体制の充実
②相談窓口に関する情報の発信

施策名 ○各種広報媒体を活用した各相談窓口の情報の発信

14 担当課・係 人権・男女共同参画課　人権推進係　（黒川澄子・添野智子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①市ホームページへの個別課題ごとの相談窓口の掲載
②広報小山による相談窓口の周知
　　・毎月　通常相談、専門相談等の相談日を掲載（市民生活安心課）
　　・人権特設相談について、特集記事内でお知らせ（人権推進課）
③人権啓発活動を通じた相談窓口の案内：人権相談について掲載した啓発チラシを街頭啓発等で配布。
④人権教育・啓発パンフレットの作成・活用
⑤人権啓発リーフレットの作成・配布：6,000部　「知ってますか？子どもの権利条約」（中学生向け）
⑥全国一斉強化週間（法務省所管）についての市広報、ホームページによる周知

審議会委員
意見

【確認】子どもの人権SOSミニレターの成果はどうだったか。
【確認】啓発パンフレットについて、中学生向けと小学生向けの内容を説明してください。

担当課回答

〇子どもの人権ＳＯＳミニレターは法務局が実施している事業で、市で各学校への配布のみを行っています。子どもから
　直接法務局に送付され、人権擁護委員が直接回答しているため、市としての事業に対する成果の分析はしておりません。
〇リーフレット「知ってますか？子どもの権利条約」は権利の主体である子ども自身に自分が持っている権利を知ってもら
　うことを目的に作成しました。内容は同一になりますが、対象児童生徒の学齢に合わせて表記を変えています。中学生向
　きはより大人に近い表記にしています。令和４年度は小学校１・２・３年生向けを作成しますので、１年生でも理解できる
　表記にする予定です。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①市ホームページへの個別課題ごとの相談窓口の掲載
②広報小山による相談窓口の周知
　　・毎月　通常相談、専門相談等の相談日を掲載（市民生活安心課）
　　・人権特設相談について、特集記事内でお知らせ（人権・男女共同参画課）
③人権啓発活動を通じた相談窓口の案内：人権相談について掲載した啓発チラシを街頭啓発等で配布。
④人権教育・啓発パンフレットの作成・活用
⑤人権啓発リーフレットの作成・配布：5,000部　「知ってますか？子どもの権利条約」（小学校1・2・3年生向け）
⑥全国一斉強化週間（法務省所管）についての市広報、ホームページによる周知

R2(2020)
年度事業実績

①市ホームページに個別課題ごとの相談窓口の掲載
②広報小山による相談窓口の周知
　・毎月の通常相談、専門相談等の相談日の掲載（市民生活安心課）
　・人権特設相談についての特集記事掲載
　　　人権擁護委員の日(5月号)、人権週間(12月号)（人権推進課）
③人権啓発活動を通じた相談窓口の案内
　・新型コロナウイルスのため、市及び企業のイベント時の案内チラシ配布を中止
④人権教育・啓発パンフレットの活用
　・法務省作成の外国語による「人権相談のご案内」パンフレットをカウンターに
　　設置
　・人権啓発リーフレットの作成・配布：5,000部
　　　「知ってますか？子どもの権利条約」（中学生）
　　　　市内中学生及び義務教育学校7・8・9年生と各中学校等に配布し、子どもの
　　　人権の相談窓口を案内
⑤全国一斉強化週間(法務省所管）について、市広報等での周知
　・「女性の人権ホットライン」強化週間・電話相談　（11/12～18）

執行額（千円）
④人権啓発
リーフレット作成
　　　　　　　　55

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ
子どもたちに人権啓発リーフレットで相談窓口を案内することにより、早い段階
で人権救済をすることができる。

人権視点 広報小山や市ホームページ、リーフレットを作成する際には、誰にでも分かりやす
く人権に配慮した文章表現やイラストを用いることを心がけている。

Ｂ


