
小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向

事業番号

15

事業実績 自己評価の理由

執行額（千円）

第一次評価
(自己評価）

「ハーモニーおやま」、市ホームページ、その他広報媒体を活用し、積極的な情報提供に努めた。新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受け、講演会や各種イベントでの啓発活動を中止したが、コロナ禍でもできる事業として、
父親向けの子育て応援ガイドブックを作成したり、例年、オフラインでのセミナーをオンラインでの開催に試み
たりするなど、発想を転換し、事業を進めた。

啓発のための刊行物については、人権に配慮した掲載内容とすることを心掛けた。また、それぞれ
の事業実施にあたり、人権に配慮した事業内容とし、事業対象者に向けた情報提供について、さま
ざなま媒体を活用し、幅広く周知した。

Ｃ

Ａ

①啓発誌「ハーモニーおやま」の発行（年2回）
②男女共同参画フェアの開催
③啓発活動
④男女共同参画セミナー・出前講座の開催
⑤多様な広報媒体を活用した広報・啓発活動

人権視点

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

様式１号

15 担当課・係

Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　
１　女性
①男女共同参画社会の実現に向けた意識の醸成

施策名
○男女共同参画への理解を深めるための研修会・講演会の開催
○多様な広報媒体を活用した広報・啓発活動の推進

人権・男女共同参画課　男女共同参画係　（黒川澄子・須藤史江）

①啓発誌「ハーモニーおやま」の発行（年2回）
②男女共同参画フェアの開催
③啓発活動
④男女共同参画セミナー・出前講座の開催
⑤小山市ホームページへの定期的な情報掲載

R2(2020)
年度事業実績

①啓発誌「ハーモニーおやま」の発行（69号（10/1発行）70号（3/31発行）） (55,300部)
　　・市内全戸配布。広報おやま（10月号、4月号）に差込。本庁舎、別館、各公民館、図書館等へ設置
　　・小山市ワーク・ライフ・バランス推進事業者・市内保育所・保育園・認定こども園・幼稚園に配布
②男女共同参画フェアの開催
　　・6/１４に予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止
　　・６/１７小山市ワーク・ライフ・バランス推進事業者認定証交付式　新規認定事業者１３社
③啓発活動
　　男女共同参画週間における啓発展示　6/16～6/30　中央図書館地域情報コーナー
　　啓発誌「みらい」を中学校１年生・義務教育学校７年生・教職員に配付（11校　1,８３９冊）
　　子育て応援ガイドブック「ファーザー・イン・オヤマ」の作成、発行（５，０００部）　保育所等に配布
④男女共同参画セミナー・出前講座の実施
　　【女性のための再就職支援セミナー】｢ママのための就職支援セミナー（オンライン開催）｣　（1/２８　７名参加)
　　【企業の経営者等セミナー】
　　　・トップセミナー　１１/１２に予定していたが中止
　　　　講演依頼をしていた大正大学准教授田中俊之氏に男女共同参画に関する寄稿文を依頼し、子育て応援ガイド
　　　  ブック「ファーザー・イン・オヤマ」、啓発誌「ハーモニーおやま」に掲載
　　　・明日のビジネスを担うリーダー塾（10/24、11/28、12/1９、1/23　延べ102名参加)
　　　　1/23のみオンライン開催
　　【男性の家庭参画支援セミナー】「イクメンパパのスキルアップセミナー」（12/5 15名参加）
　  【出前講座】間々田市民交流センター  9/18予定していたが、中止
　  【男女共同参画推進のための地域交流会】城南地区交流会　6/23予定していたが、中止
⑤小山市ホームページへの定期的な情報掲載
　　・小山市ワーク・ライフ・バランス推進事業者紹介
　　・男女共同参画週間、講演会やセミナー開催周知及び実施報告
　　・市SNS、栃木県メールマガジン、地域情報誌等に講演会やセミナー開催情報掲載、行政テレビ、おーラジを活
　　  用し、情報提供を行った。

①　　　1,0２４

②　　　　　 ２８

③　  　 　４４９

④　　 　  ４５１

⑤　　ゼロ予算

審議会委員
意見

事　業　の　内　容

【確認】男女共同参画審議会の会議内容および委員構成を説明してください。
【要望】予定していた講演会や各種イベントができなかったことは残念です。次年度に繰り越しての実
施をお願いします。男性の家庭参加セミナーはこれからの家庭のあり方になると思うので、より具体的
になることを期待します。

・小山市男女共同参画基本計画2016～2020における令和元年度実施事業について、事業担当課が実施した
一次評価を審議会委員による二次評価を行い、審議会の総評としてまとめました。また、第4次小山市男女共同
参画基本計画策定にあたり、策定の進捗状況に合わせて審議会に意見を求めました。委員構成については、学識
経験者のほか、さまざまな分野から委員を選出し、多角的な視点による意見がいただけるよう配慮しました。
・コロナ感染防止対策を十分に講じた上で、今年度事業を実施してまいります。また、男性の家庭参画に関するセ
ミナーはさまざまな趣向を凝らしながら、男性の家庭参画意識の向上を目指し実施してまいります。

R2(2020)
年度事業計画



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向

事業番号

16

人権視点

事業実績 自己評価の理由

人権・男女共同参画課　男女共同参画係　（黒川澄子・須藤史江）

Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　
１　女性

Ａ

①市審議会等における女性委員の割合が40％以上60％以下となるよう庁内各課に周知、指導
②市職員の管理監督職に占める女性の割合が30％以上となるよう取り組む。
③おやま女性活躍応援塾の開催
④理工系分野を目指す女子生徒のための魅力発見セミナーの開催
⑤おやまイクボス協議会セミナーの開催
⑥パパの育児家事スキルアップセミナーの開催

審議会等における女性委員の登用目標については、年度初めの遵守通知や登用率調査の実施より、当取組に
ついての認識が進み、一定の成果が得られた。
一部、開催を中止した事業もあったが、新型コロナウイルス感染症予防対策を講じての実施、またオフラインか
らオンラインに切り替え、開催するなどの対応をした。

それぞれの事業実施にあたり、人権に配慮した事業内容とし、事業対象者に向けた情報
提供について、さまざなま媒体を活用し、幅広く周知した。

①令和２（202０）年度において市審議会、委員会における女性委員の割合が40％以上となるよう、男女共同参画基本計画
　に基づき取り組む。
②令和2(2020）年度において市職員の管理監督職に占める女性の割合が30％以上となるよう、男女共同参画基本計画
　に基づき取り組む。
③男女共同参画審議会・おやま女性活躍応援塾の開催
④おやまＦ１評定の開催
⑤トップセミナー・おやまイクボス評定の開催
⑥男性の家庭参画支援セミナーの開催

①市審議会、委員会等における女性委員の割合（令和２年4月1日現在）
　　　3８.９％（委員総数１，４１７名中女性５５１名　対象審議会、委員会等１１５名）
②市職員の管理監督職(係長職以上）に占める女性の割合（令和２年4月1日現在）
　　　３１.０％（管理監督職総数26８名中女性８３名　教員、国、警察含む、消防・医療・広域除く）
  【参考】市職員の管理職(課長職以上）に占める女性の割合（令和２年4月1日現在）
     25.９％ （管理職総数８５名中女性２２名　教員、国、警察含む、消防・医療・広域除く）
③おやま女性活躍応援塾（男女共同参画審議会委員を兼務）の開催
　 6/16(書面会議）、9/15、11/4、1/18（書面会議）　委員14名
　 様々な分野で活躍する有識者による協議会であり、女性活躍推進事業の検証と女性活躍を推進す
　るための方策についての意見交換を行った。
④おやまＦ１評定の開催（8/１、22、9/19、10/3）　委員15名
　　女性が暮らしやすいまちづくりのさらなる推進を図るため、子育て世代である20歳代から40歳
　　代の女性の意見やニーズを掘り起こすとともに、女性の市政参加を促進するため、開催したもの。
　　この会議における意見や調査・研究の成果を第4次小山市男女共同参画基本計画に反映させた。
⑤トップセミナー・おやまイクボス評定　11/12予定していたが、中止
⑥イクメンパパのスキルアップセミナーの開催（12/5　15名参加）
　 男性の育児休業取得者による講話と男性の家事参画へと導くためのセミナー
⑦明日のビジネスを担うリーダー塾（10/24、11/28、12/1９、1/23　延べ102名参加)
　 働く場におけるキャリア形成に対する高いモチベーション保持とネットワークづくりの支援、および
　 女性活躍を推進するリーダーの育成を目的とした「異業種交流セミナー」

①　ゼロ予算

②　ゼロ予算

③　　　 355

④　　　 354

⑤            ０

⑥          19

⑦　     232

Ｂ

執行額（千円）

施策名 ○女性の社会参加の促進

第一次評価
(自己評価）

審議会委員
意見

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

R2(2020)
年度事業実績

16 担当課・係

様式１号

R2(2020)
年度事業計画

事　業　の　内　容

①男女共同参画社会の実現に向けた意識の醸成

【確認】企業での女性管理職の促進についての取り組みはどのようになっているのか教えてください。
【確認】「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が公布・施行されたことを受けて、市の取り組みを
説明してください。
【評価】女性の社会参加の促進について、まだ女性比率の目標には達していませんが、徐々に達成できることを期
待します。

・社会情勢の変化により、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定など女性活躍を推進する企業が増えてきております。その中で、女
性管理職の目標数値や割合を設定する企業もあります。令和4年4月には改正女性活躍推進法の施行により、さらに女性活躍への取組は顕著に現
れるのではないかと推測されます。
・昨年度、女性の市政参加を促進するため、「おやまF1評定」を開催しました。また、第4次小山市男女共同参画基本計画の中で、「政治分野などへ
の女性参画の推進」を実施事業の一つとし、まずは意識啓発を促すことを重点に置き、取り組んでまいります。
・東京オリンピック組織委員会元会長の発言や世界経済フォーラム発表の「ジェンダー・ギャップ指数2021」の公表により、ジェンダー平等への意
識、関心が高まりつつあります。これを契機として、さらなる女性の社会参画に繋げるため、セミナー等の開催や啓発促進を実施してまります。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向

事業番号

17

担当課回答

・令和3年度はほとんどの中学校区ブロックで人権研修を計画しています。また、小山市及び下都賀地区では、「各教科等にお
ける直接的指導」を充実させる指導の在り方について、人権教育研修会を行う予定です。下都賀地区の研修会での実践発表に
向けて、その参考となるように小山市の研修では授業の構想の仕方まで具体的に取り扱う研修を行います。差別や偏見の不当
性については、他の人権問題と同様、繰り返し指導が必要であると考えています。
・各教科等では新学習指導要領の下、資質・能力の育成を目指して、主体的・対話的で深い学びをキーワードに、「考え、議論す
る」環境づくりを推進します。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①男女混合名簿を使用する。入学式、卒業式等の男女呼名の実施する。
②グループ編制や係決定の際、男女の固定的なイメージや役割意識を持たないような配慮、指導をす
る。
③技術・家庭、学級活動、総合的な学習の時間等において、男女が協力して生活することの大切さを指
　導し、日常生活の中で意図的な指導に心がける。
④各中学校ブロック人権教育研修会が継続して行える場合は実施し啓発を行う。ただし、新型コロナウ
　イルス感染拡大防止の観点から、研修会を行うことができない場合は、各校の人権教育主任を中心
　に研修を進め、情報を共有するなどの対応で啓発を行うものとする。

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

１　女性
①男女共同参画社会の実現に向けた意識の醸成

施策名
○男女共同参画の視点に立った学校教育の充実
○男女共同参画の理解促進のための教職員研修等の充実

17 担当課・係 学校教育課　教育指導係　（増渕　昌幸・和久　尚志）

執行額（千円）

第一次評価
(自己評価） 人権の視点としては、話合い（コロナ禍中縮小実施）や班決めの場面などで、男女で公平

に役割を分担したり、男女を問わず協力して活動を達成させようとしたりするなど、互い
を尊重しながら、協働して学んでいる。教師の働きかけや教育的配慮が、児童生徒の指導
に生かされている。

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

　事業内容としては、男女共同参画の視点を意識して、男女の区別なく個性と能力を発揮できるよう、学校行事
や学級活動、各教科指導から学級経営に至るまで、日常的に教育活動が図られてきた。校内研修等で、教師自
身が指導における共通理解を図り、教育的配慮のある行動に努めていた。

人権視点

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスの影響による「新たな必要な施策」や「強化すべき部分」を説明してくださ
い。
【評価】話し合いのできる環境づくりを評価します。多数決で結論付けることが当たり前になっていま
すが、少数の考え方も受け止められるような豊かな心を育めると良いと思います。

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①男女混合名簿を使用する。入学式、卒業式等の男女呼名を実施する。
②グループ編制や係決定の際、男女の固定的なイメージや役割意識を持たないような配慮、指導をする。
③技術・家庭、学級活動、総合的な学習の時間等において、男女が協力して生活することの大切さを指
　導し、日常生活の中で意図的な指導に心がける。
④各中学校ブロック人権教育研修会が継続して行える場合は実施し啓発を行う。ただし、新型コロナウイ
　ルス感染拡大防止の観点から、研修会を行うことができない場合は、各校の人権教育主任を中心に研
　修を進め、情報を共有するなどの対応で啓発を行うものとする。

R2(2020)
年度事業実績

①男女混合名簿の使用。入学式、卒業式等の男女呼名の実施
　・市内３６校全ての学校が男女混合名簿を使用しており、儀式的な行事の呼名も男女混合となって
　　いる。男女共同参画の視点が浸透している。
②グループ編制や係決定の際、男女の固定的なイメージや役割意識を持たないような配慮、指導を
　　する。
　・児童生徒主体の話合いであっても、課題が見られた場面では、機会を逃さず正しい指導や助言が
　　できるよう、教師自身の人権感覚を磨くための校内研修に継続して努めてきた。
③技術・家庭、学級活動、総合的な学習の時間等において、男女が協力して生活することの大切さを
　　指導し、日常生活の中で意図的な指導に心がける。
　・男女で協力することの大切さについて、具体的な活動や協働体験を通じて、問題の発見や解決法
　　などが探求できるよう、教育活動全般において日常的に指導にあたってきた。
　・例えば中学校の家庭科では、「男女共同参画社会基本法」（第６条）についてもふれて、性別に関わ
　　りなく個性と能力を発揮することの大切さを、学級活動「中学生活と進路」では、男女が協力する
　　社会について「男女共同参画社会」の基本理念について指導を図った。
④各中学校ブロック人権教育研修会の実施。（実施できないブロックは各学校で）
　・講話・ワークショップなどを各中学校ブロック（又は各学校）で実施した。小・中の教員が連携して
　　指導を行うことができ、発達段階に即したよりよい指導を行うことができた。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向

事業番号

18

人権視点

自己評価の理由
広報媒体を活用し、各種相談窓口の周知を行うことができた。啓発誌「ハーモニーおや
ま」では、性暴力の根絶を訴えるトピックスや性犯罪に関する刑法改正の問題を取り上げ
るなど、関心を持って読めるように配慮した。

 DV相談カードは、被害女性に周知効果が上がるよう公共施設や多目的施設へ配布用に
設置したが、人権尊重の視点を考慮し、加害者の目に届かないよう女性の目につくところ
に設置している。刊行物の表現や運動実施の際は、人権に配慮できているかで確認して
いる。

Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　
１　女性
②男女の人権の尊重

R2(2020)
年度事業計画

様式１号

①広報おやま、ホームページ、各種啓発誌による相談窓口の案内
　　・広報おやま（毎月）・ホームページ（通年）・啓発誌「ハーモニーおやま」（年2回）
②各種啓発誌によるDVに関する知識及び人権意識の浸透
　　・啓発誌「ハーモニーおやま」の発行（6９号、７０号　各55,300部）
　　・啓発誌「みらい」を市内中学校1年生、義務教育学校7年生に配付（1,８３９冊）
　　・既存パンフレット（DV、セクハラパンフレット、国、県発行のリーフレット等）に
　　 よる周知
③被害者支援（緊急避難を含む）のための「DV相談カード」の配布
    ・DV相談カードは市内公共施設の他、新小山市民病院、大型商業施設、駅、協
     力事業所等に設置
④パープルリボン運動の実施
　　・女性に対する暴力をなくす運動であるパープルリボン運動の周知
　　・相談窓口を掲載したチラシ及びパープルリボンの配布
     市役所本庁舎、各公民館、男女共同参画センター、中央図書館、
　　　保健福祉センター、生涯学習センターにおいて実施
　　・パープルリボンツリーの設置（本庁、男女共同参画センターほか全9カ所）
　　・中央図書館にて展示啓発の実施（11/4～11/25）

R2(2020)
年度事業実績

審議会委員
意見

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

執行額（千円）

事　業　の　内　容
①広報おやま、ホームページ、各種啓発誌による相談窓口の案内
②各種啓発誌によるDVに関する知識及び、人権意識の浸透を図る。
③被害者支援（緊急避難を含む）のための「DV相談カード」の配布
　（DV相談カードは市役所庁舎、市文化センター、市民病院、大型商業施設、駅等の女性の目につく
　 ところに設置し、 自由に取ってもらえるようにする。）
④パープルリボン運動の実施
   （パープルリボンの配布、パープルリボンツリーの設置、講演会の実施等）

施策名 ○女性に対する暴力を根絶するための教育及び啓発活動の推進
○各種広報媒体を活用した相談窓口や支援制度の周知

18 担当課・係 人権・男女共同参画課　男女共同参画係　（黒川澄子・須藤史江）

ア．女性に対する暴力の根絶に向けた教育及び啓発

【確認】DV相談カードは加害者の目の届かない場所、女性しか行かない場所へ設置とありますが、それ
は主に女子トイレですか。
【確認】新型コロナウイルスの影響による「新たな必要な施策」や「強化すべき部分」を説明してくださ
い。

・女性用トイレに設置しております。ただし、DVに関する内容は、カードの内側にくるよう作成して設置
していますので、即座にDVに関わる相談カードとは判断できないよう、工夫をしております。
・長引く新型コロナウイルス感染症の影響などから、DV、性暴力による被害が増えてきております。ま
た、デートＤＶやＡＶ出演強要、いわゆるＪＫビジネスなどによる被害も発生してきています。このような
状況に対応するため、相談窓口の周知を広く行うよう情報提供の方法を考慮しながら、進めていきま
す。また、被害防止のための啓発も強化すべき施策として取組を進めます。

事業実績

第一次評価
(自己評価）

①　　ゼロ予算

②　　　1,024
　 　　（再掲）

③　　ゼロ予算

④　    　  　 5

Ｃ

Ａ

①広報おやま、ホームページ、各種啓発誌による相談窓口の案内
②各種啓発誌によるDVに関する知識及び、人権意識の浸透を図る。
③被害者支援（緊急避難を含む）のための「DV相談カード」の配布
　（DV相談カードは市役所庁舎、市文化センター、市民病院、大型商業施設、駅等、設置場所について
　 配慮する。）
④パープルリボン運動の実施
   （パープルリボンの配布、パープルリボンツリーの設置、講演会の実施等）



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向

事業番号

19

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

男女共同参画課との情報共有、各機関と連携した相談窓口・支援制度の周知に努めた。

人権視点 DV被害者の人権を守ることを最優先として取り組んだ。

Ａ

【確認】③の市イベント時の啓発チラシ配布について、具体的に教えてください。
【確認】女性に対する暴力の根絶に向けた教育について具体的に何か行いましたか。
【確認】ニーズに合った寄付の受け入れと保管場所等の課題を説明してください。

担当課回答

〇例年ですと、当課で主催する講演会等において、国や県等で作成した啓発チラシ等や相談窓口の案内を設置し
ておりますが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により実施できませんでした。
〇教育については人権・男女共同参画課において実施しており、子育て家庭支援課では相談のための窓口を設置
しております。
〇市では緊急時の支援を行い、民間団体等においてニーズに合った寄付の受け入れと配付等の支援をしており
ますが、そういった活動を行うことのできる民間団体が不足しております。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①広報小山・ホームページ等での相談窓口の周知
②市民への啓発は男女共同参画課が行い、子育て家庭支援課では、DVや支援制度のパンフレット等
　を窓口に配架して周知するとともに、実際の相談支援に当たる。
③市のイベント会場での啓発チラシ配布
④男女共同参画課との連携

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

１　女性
②男女の人権の尊重

施策名

ア．女性に対する暴力の根絶に向けた教育及び啓発

○女性に対する暴力を根絶するための教育及び啓発活動の推進
○各種広報媒体を活用した相談窓口や支援制度の周知

19 担当課・係 子育て家庭支援課　子ども家庭相談係　（落合和幸・町田英夫）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①広報小山・ホームページ等での相談窓口の周知
②市民への啓発は男女共同参画課が行い、子育て包括支援課では、ＤＶや支援制度のパン
　　フレット等を窓口に配架して周知するとともに、実際の相談支援に当たる。
③市のイベント会場での啓発チラシ配布
④男女共同参画課との連携

R2(2020)
年度事業実績

①広報小山相談窓口案内に毎月掲載（相談時間・電話番号）。市ホームページに掲
載。
②相談窓口に支援制度のパンフレット（DV支援に関するもの、その他関連するパン
　フレット、相談カード、デートDVに関するパンフレット等）を配置。
③市のイベント会場での啓発チラシ配布。
④男女共同参画課との連携（県や国からの情報の共有、男女共同参画課への相談
　について必要に応じてつないでいただく等の連携）

執行額（千円）

審議会委員
意見



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向

事業番号

20

人権・男女共同参画課　男女共同参画係　（黒川澄子・須藤史江）

①各種専門相談の実施
　　・女性のための心の相談（毎月第4月曜日）
      女性のカウンセラーによる相談　申込２０件、相談1９件
　　・女性の生き方なんでも相談（毎月第4金曜日）
      女性の弁護士による相談　申込３２件、相談2７件
         6月からは新型コロナウイルス感染症予防対策のため、相談室の
　　　　消毒を実施することから、定員を6名から4名にした。

②相談者の相談内容に応じた各種相談機関の紹介
　　・相談内容により、市で実施する相談のほか、栃木県、パルティ、法
      テラスの相談機関も提示
　　・職場におけるハラスメント防止対策の強化、相談機関について、
      市ホームページに掲載
　　・性犯罪、性暴力対策集中強化期間（令和２～４年度）、専門相談窓
      口について市ホームページに掲載

執行額（千円）

○DV被害者に対する相談支援体制の充実
○各種ハラスメント、性犯罪等に対する防止対策の推進及び相談体制の充実

事　業　の　内　容
担当課・係20

施策名

イ．相談支援体制の充実

②男女の人権の尊重

様式１号

１　女性
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

①各種専門相談の実施
　　・女性のための心の相談（毎月第4月曜日　定員3名）
　　・女性の生き方なんでも相談（毎月第4金曜日　定員6名）
②相談者の相談内容に応じた各種相談機関の紹介

R2(2020)
年度事業計画

担当課回答

①各種専門相談の実施
　　・女性のための心の相談（毎月第4月曜日　定員3名）
　　・女性の生き方なんでも相談（奇数月第4金曜日　定員４名）
②相談者の相談内容に応じた各種相談機関の紹介Ｒ3(2021)

年度事業計画

女性の多様な悩みや相談に随時対応できるよう努めた。相談内容や緊急度に応
じ、市で実施する他の相談の他、とちぎ男女共同参画センター・法テラスの相談
機関も紹介した。

男性の相談員には相談しにくいという女性も存在することから、女性の相談員
を配置し、男女共同参画や人権の視点にも配慮した。少数であるが、男性のDV
被害者も声を上げ始めていることから、配偶者暴力相談支援センターへ繋げて
いきたい。

人権視点

【確認】各種専門相談の内容を説明してください。
【確認】相談件数は新型コロナウイルス発生前より増えていますか。また、コロナ関連の悩みが多いですか。
【確認】どのように「配偶者暴力相談支援センター」へ繋げるのか、具体的に説明してください。配偶者の関係に特
定するのか、”男子から”・”女子から”のDVと特定しないということなのでしょうか。

R2(2020)
年度事業実績

Ｂ

Ａ

事業実績 自己評価の理由

・「女性のための心の相談」は、女性を対象にした、女性のカウンセラーによる思春期、子育て、仕事、人間関係に関する悩み、更年期、熟年期、老年
期の心の健康に関する相談になります。「女性の生き方なんでも相談」は、女性の生き方や悩み、家庭や仕事の問題などについて、女性の弁護士が
対応する法律相談になります。
・相談件数につきまして、大きな変化はありません。相談内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響と思われる案件も見受けられます。
・相談申込の際、明らかにＤＶと判断できる場合は、配偶者暴力相談支援センターの電話番号をお伝えし相談を促し、センター担当者に状況を伝え
るなど配慮します。配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者でない場合でも、被害者の性別に関わらず、相談を受け付けております。

第一次評価
(自己評価）

審議会委員
意見

①　　   630

②　ゼロ予算



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向

事業番号

21

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスの影響による「新たな必要な施策」や「強化すべき部分」を説明してください。
【確認】ＤＶ相談は新型コロナウイルスの前より増えていますか。
【評価】相談者に対して相談を受け支援を行えたことを評価します。その後の経過観察も十分できていれば良いと思います。
【評価】令和3年度に相談員1名を増員することにより、支援体制が強化されることを期待します。

担当課回答

〇新型コロナウイルス感染症の影響の長期化は、生活基盤が弱い家庭を直撃しており、経済的困窮が
ＤＶの原因となっているケースが多いことから、生活支援へのつなぎを強化しております。
〇ＤＶの相談件数は全国的に増加しており、小山市においても令和元年度の新規相談件数１１６件に対
して令和２年度は１３６件と増加いたしました。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①専任の婦人相談員を１名増員し、母子父子自立支援員兼婦人相談員を３名と合わせた４名を配置し、
　配偶者暴力相談支援センターの相談体制の充実を図る。
②要保護児童等対策地域協議会にDV被害者支援に関わる民間支援団体や関係機関が加わり、防止
　対策や支援体制の協議を年２回行う。

①母子父子自立支援員兼婦人相談員を3名配置し、配偶者暴力相談支援センターの相談体
　制の充実を図る。
②要保護児童等対策地域協議会にＤＶ被害者支援に関わる民間支援団体や関係機関が加
　わり、防止対策や支援体制の協議を年2回行う。

執行額（千円）
旅費（３８）

R2(2020)
年度事業計画

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

Ｂ

・母子父子自立支援員兼婦人相談員を３名配置し、相談に対応できる体制を整えた。さらなるＤＶ相談支援体制強化のため、令
和３年度より専任の婦人相談員を1名配置し、相談員を4名体制とできるよう予算措置した。
・相談員が専門研修やＤＶ関係機関連絡会議へ積極的に参加し、知識の習得やさらなるスキルアップおよび関係機関との連絡体
制の強化を図った。

人権視点 相談者の人権に最大限配慮し、適切かつ慎重に相談支援等を行った。

Ａ

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

１　女性
②男女の人権の尊重

施策名

イ．相談支援体制の充実

○DV被害者に対する相談支援体制の充実
○各種ハラスメント、性犯罪等に対する防止対策の推進及び相談体制の充実

21 担当課・係 子育て家庭支援課　子ども家庭相談係　（落合和幸・町田英夫）

R2(2020)
年度事業実績

①配偶者暴力相談支援センター機能の充実を図るため、関係機関との連携を密にし、相談
支援を行った。
<配偶者暴力支援センター>時間：9時～17時、相談員：3名
<DV相談件数>新規 136件、延 1,345件
<証明書発行>延件数 76件
<緊急安全確保事業> 2件
<相談員の研修受講回数>延7回

②要保護児童等対策地域協議会に、DV被害者支援に係る民間支援団体や関係機関が加わ
り、防止対策や支援体制の協議を行った。
要保護児童等対策地域協議会にサバイバルネットライフやとちぎ男女共同参画センター、警
察等が参加。DV相談の現状について情報を共有した。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向

事業番号

22

【確認】性的マイノリティの教育・啓発に取り組んでいますか。
【評価】思春期の性教育は大切です。特に情報が乱れ飛ぶこの時代だからこそ、より慎重に行わなくて
はならないものです。

　小山市学校教育計画には「全ての教育活動の基盤に据える人権教育」との項目があり、各学校は年間
を通して、各教科等の特質に応じて人権教育を位置付けており、注釈にも標記し啓発しています。ま
た、栃木県教育委員会発行の「人権教育推進の手引き」では、「様々な人権問題」として「性的指向・性
同一性障害（LGBT）にかかわる人権問題」を扱っています。これらをふまえ、各学校および各中学校区
は、人権教育研修会の充実を図ってます。

①体育・保健体育における保健の授業を、年間指導計画に基づいて、計画的、意図的に指導する。
②中学校における思春期講座の実施。（健康増進課の主幹のもと、学校で実施）

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

１　女性
②男女の人権の尊重

R2(2020)
年度事業実績

審議会委員
意見

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

第一次評価
(自己評価）

事業実績

Ｂ

人権視点

Ｂ

①体育・保健体育における保健の授業を、年間指導計画に基づいて計画的、意図的に指導
　する。
・各学校が作成した保健の授業に関する年間指導計画を、担当教職員が年度始めに共通理
解をした上で、共通認識の下、意図的・計画的に授業を実践した。そのことにより、発達の段
階に応じて、性に関する正しい知識を学べるよう配慮した。

②中学校における思春期講座の実施。（健康増進課の主管のもと、学校で実施）
・保健の授業を通して指導した性に関する正しい知識を基盤とし、健康増進課による思春期
講座（１１校中、７校実施　※コロナ感染防止による）で、既習の知識の再確認や、新たな視点
からの情報提供を図った。

執行額（千円）

自己評価の理由
　令和２年度における健康増進課による思春期講座は、新型コロナウイルス感染症対策に
より、すべての学校で実践することはできなかった。しかし、講座が実践できなかった学
校でも、保健体育における保健の授業を通して、新たな気づき等を得られるように努め
た。
　児童生徒は、日頃様々な面で関わりのある教職員から、性に関する正しい知識を学ぶこ
とで、その学習事項を日常生活で生かそうとする意識を高めることができた。
　また、健康増進課による思春期講座を通して、生徒は新たな気づきや感情が芽生え、今
後の生活に役立つことを実感することができた。

施策名

22 担当課・係

R2(2020)
年度事業計画

ウ．性の尊重

○性に関して正しい知識を持つための発達段階に応じた教育・啓発

学校教育課　教育指導係　（増渕　昌幸・井口　信行）
事　業　の　内　容

①体育・保健体育における保健の授業を、年間指導計画に基づいて計画的、意図的に指導
　する。
②中学校における思春期講座の実施。（健康増進課の主管のもと、学校で実施）



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向

事業番号

　 23

啓発誌「ハーモニーおやま」において、あらゆる性の多様性に配慮するため、SOGIについ
て取り上げ、誰にでも関係あることを促した。

第一次評価
(自己評価）

啓発誌「ハーモニーおやま」において、性や性の多様性に関する正しい知識を啓発するた
め、掲載内容の充実を図った。第4次小山市男女共同参画基本計画において、性の多様性
への理解を促進するための取り組む施策を取り入れた。

審議会委員
意見

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①性の多様性に関する意識の普及啓発
　 啓発誌「ハーモニーおやま」や街頭啓発活動、ホームページ・ＳＮＳでの発信等
②性的マイノリティに対する支援

施策名

②男女の人権の尊重

23 担当課・係

Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

ウ．性の尊重

人権・男女共同参画課　男女共同参画係　（黒川澄子・須藤史江）

事　業　の　内　容

○性に関して正しい知識を持つための発達段階に応じた教育・啓発
○生涯を通じた健康保持、「性と生殖に関する健康と権利」についての市民意識の醸成

R2(2020)
年度事業実績

１　女性

【確認】令和3年度事業計画の「性的マイノリティに対する支援」について説明してください。
【提案】最近カミングアウトされたＬＧＢＴの方はたくさんいます。そういった方に過去の経験談や生きずらさなどを、当事者から
の生の声を講演会などで話してもらうことが、チラシよりも効果があると考えます。
【その他】性的マイノリティへの理解度は低いのが現状であり、人権とマイノリティーの受け止めはこれからの課題だと考えま
す。性的マイノリティに対する支援は大切ですが、理解度を高めることも必要ではないでしょうか。

・性的マイノリティに対する支援を行うため、行政サービスにおける対応の推進を図ってまいります。具
体的には、まずは職員の理解を深めるため、多様な性に関する対応ガイドラインを作成し、研修会など
を実施し、周知を図ります。
・特定職業従事者人権研修会では、当事者による講演を実施し、令和3年度も行う予定です。今後は、
パートナーシップ宣誓制度の導入の検討や市民への理解を深めていただくための講演会や啓発にも
積極的に取り組んでまいります。

R2(2020)
年度事業計画

様式１号

事業実績 自己評価の理由

①第4次小山市男女共同参画基本計画策定において、ＳＯＧＩの多様性を理解するための
　施策を取り込む。
②様々な広報媒体を活用した啓発の実施
　 啓発誌「ハーモニーおやま」や街頭啓発活動、ホームページ・ＳＮＳでの発信等

①第4次小山市男女共同参画基本計画の中で、ＳＯＧＩに関する理解を促
 　進するための施策を取り込んだ。
　  ・性の多様性に関する意識の普及啓発
　  ・性的マイノリティに対する支援

②啓発誌「ハーモニーおやま」の発行（6９号、７０号）
　　・広報おやまに差し込み、自治会全戸に配布した。また、事業所や保
　    育施設等にも周知した。
　　・SOGIに関する内容を掲載し、誰にでも関係のあることを周知し、
　　　理解を深めることを図った。

①　　 1,455

②     1,024
　   　 （再掲）

Ｂ

Ａ

人権視点

執行額（千円）



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向

事業番号

24

担当課回答

【確認】ピアカウンセリング講座のプログラムの中で、性的マイノリティについて伝える時間を設けています。
【確認】正しい知識を学び、相手に対し自分の意志を適切に伝えられるよう、そして、必要な行動がとれるよう、発達段階に応じ様々な機会を通じた
学びの機会をもつことが重要だと考えます。また、万が一妊娠した際には早期に信頼できる大人に相談できるような環境づくりが必要だと考えま
す。行政としては、予期せぬ妊娠の相談窓口について周知徹底していくことが必要と考えます。
【要望】思春期講座は８校で、ピアカウンセリング講座は、昨年度コロナにより中止となったため、同じ学校で実施計画しています。中学校の中には、
公民館とタイアップして独自に産婦人科医による思春期講座を実施しているところもあると伺っています。中学校3年間の中で全校実施していた
だけるように、学校教育課と連携して働きかけをしていきます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

 市内中学校等への希望調査に基づき学校保健との連携により、エイズ等の性感染症の正しい知識を
提供する機会として、保健師による「思春期保健講座」を実施する。
　小山第二中、小山第三中、小山城南中、大谷中、乙女中、美田中、豊田中、絹義務教育学校　８か所。
  市内中学校への希望調査に基づき学校保健との連携により、「中学生ピアカウンセリング」を実施す
る。
　　実施予定校：小山中、、アルカディア（２か所）

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ

思春期保健講座については、コロナ禍で感染防止対策を講じた上で、概ね計画どおりに事業が実施できた。実
施内容については、学校側と相談しできるだけ現場の意向を尊重し、講話内容を調整する等の対応を行った。
ピアカウンセリング講座については、コロナ禍を考慮し、予定校すべてについて、学校教育課との協議の上中止
とした。

人権視点 男女の性差やＬＧＢＴ、妊娠のしくみや人工妊娠中絶・避妊の正しい知識を提供、学校に
よってはデートDVの実演等も行った。生徒たちからは、「自分が生まれてきた意味や将来
のビジョンについて考えるきっかけになった」「命がけで産んでもらったことがわかった」
等の意見があり、一定の目的を達成できた。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】性的マイノリティに関する取り組みについて説明してください。
【確認】ハーベストウォークのトイレで子供を産み落とし、殺害した事件が起こりました。なぜ、苦しみ追い込まれた女性だけ逮捕
されて裁かれるのでしょうか。相手の男性も罪に問われなければいけないと思いますが、このようなことが起きないようにす
るためにはどうすればよいのか考えを聞かせてください。
【要望】令和3年度は対象となる中学校が令和2年度と同じだが、小山市内の全部の中学校で実施してほしいです。

24 担当課・係 健康増進課　母子健康係　（福原円・櫻井和代・海老原美保）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

  市内中学校等への希望調査に基づき学校保健との連携により、エイズ等の性感染症の正し
い知識を提供する機会として、保健師による「思春期保健講座」を実施する。
　小山第二中、小山第三中、小山城南中、大谷中、乙女中、美田中、絹義務　7か所。
  市内中学校への希望調査に基づき学校保健との連携により、「中学生ピアカウンセリング」
を実施する。実施予定校：小山中、アルカディア（2か所）

R2(2020)
年度事業実績

〇思春期保健講座：7ヶ所　受講者合計837名
　　（小山中、小山第二中、小山第三中、美田中、大谷中、乙女中、絹義務教育学校）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋国分寺特別支援学校
〇「中学生ピアカウンセリング」：実績なし

執行額（千円）
11

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

１　女性
②男女の人権の尊重

施策名

ウ．性の尊重

○性に関して正しい知識を持つための発達段階に応じた教育・啓発
○性や性差の正しい認識を深め、自尊感情を高め、自己決定能力を養うための事業の実施



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

25

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
①子どもの人権の尊重

施策名

ア．市民意識の醸成

○子どもの人権尊重に関する市民意識醸成のための啓発活動の推進

25 担当課・係 こども課　保育食育指導係　（宮田　悟　・武関玲子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①人権推進保育（家庭支援推進保育事業）施設において所内研修を実施。
②家庭支援担当者会議を実施。（年3回）
③人権擁護に関する研修会を実施。（年3回）

R2(2020)
年度事業実績

①人権推進保育（家庭支援推進事業）施設において所内研修を実施
◇目的：人権推進の在り方について周知及び共通理解を図った。
◇実施施設：出井保育所、網戸保育所、間々田北保育所、城北保育所
◇所内研修内容
・出井保育所「安心で安全な保育生活を目指して」
・網戸保育所「保育の意味を伝えるために」
・間々田北保育所「安心・安全な保育を目指して」
・城北保育所「子どもの育ちの伝え方」　（R２年度発表）
②家庭支援担当者会議を実施。（年3回）
◇実施方法：保育所の担当者が会議に出席
　テーマにあわせ検討（参加者５名）
③人権擁護に関する研修会を実施（年3回）
◇講師：生涯学習課　人権教育係　田村加奈子副主幹
◇内容：保育所職員人権研修（出前講座・年2回）、子どもの人権について
（年1回）

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

・人権推進保育施設において行った所内研修の報告を、全体の会議の中で発表・報告する予定であったが、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため延期とした。内容については、各保育所への報告書の配布・回覧を通して情報の共有を行うことができた。
・生涯学習課に研修を依頼し、人権について考える研修会を行い、保育所職員としての人権を考える機会の提供を行った。

人権視点 ・研修等において人権に関して考える機会を通じ、職員全体の人権に対する意識を高めることがで
きた。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】人権推進保育（家庭支援推進保育事業）施設において所内研修を行っていますが、保護者が参
加する人権研修も良いと思います。
【確認】③人権擁護に関する研修会の内容と参加人数を教えてください。

担当課回答

③人権擁護に関する研修会では、４６名の職員が参加し、「子どもの人権と子どもの権利条約につい
て」の研修を受けました。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①人権推進保育（家庭支援推進保育事業）施設において所内研修を実施。
②家庭支援担当者会議を実施。（年3回）
③人権擁護に関する研修会を実施。（年3回）



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

26

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
①子どもの人権の尊重

施策名

ア．市民意識の醸成

○子どもの人権尊重に関する市民意識醸成のための啓発活動の推進

26 担当課・係 子育て家庭支援課　子ども家庭相談係　（落合和幸・町田英夫）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①児童虐待防止に関する講演会の開催
②おやま生まれのオレンジリボンたすきリレーの開催
③11月の児童虐待防止推進月間における児童虐待防止の啓発活動
④行政チャンネルやおーラジよる啓発
⑤健康都市おやまフェスティバルにおける児童虐待防止啓発活動
⑥おやま・まちづくり出前講座における児童虐待防止啓発活動

R2(2020)
年度事業実績

①新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止した。
②新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止した。代替として小山市コミュニ
ティバスおーバスに児童虐待防止についてのマグネットを掲示し周知した。
③11月の児童虐待防止推進月間にあわせオレンジリボンツリーを保健福祉センターに設
置、市民及び市職員にリボンの着用の呼びかけを行ったほか、関係機関や小山農協の支店
窓口等に啓発ポスターの掲示やパンフレットの配布に協力いただき、広く市民に啓発した。
④おやまコミュニティFM放送局「おーラジ」の広報番組　『OYAMA開運ラジオ』にて、「児童
虐待防止推進月間について」を放送し同取組の主旨と啓発を放送するとともに、11月中に
おやま生まれのオレンジリボンキャンペーンソングを放送した。
⑤新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催を中止した。

執行額（千円）
オレンジリボン
キャンペーン補助
金　　　　　66
啓発パンフレット
　　　　　　113

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

コロナ禍のため講演会やリレーなど市民の参集を伴う啓発の代わりに、市民が日常的に
利用する金融店舗やおーバスなどに啓発物を掲示するなど、より多くの市民の目に触れ
る機会の創出を図りつつ感染症防止対策を講じた形で児童虐待防止の啓発を行った。

人権視点 子どもの人権を守ることを最優先とし、子育て中の保護者だけではなく幅広い世代の地
域の方に向けて啓発することができた。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】事業実績と人権視点の自己評価の理由を詳しく説明してください。

担当課回答

〇コロナ禍の制限された状況の中で、新規の取り組みとしておーバスへの虐待防止マグネットの貼り
付けを実施したこと、ポスターやチラシの設置先を民間にも広げ増やせたことから、これまで以上の多
くの方々を対象に啓発ができ、計画と同等の実績を得られました。児童虐待は許されないものである
ことを啓発し、また子育て中の保護者だけでなく幅広い世代の地域の方を対象とすることで、子ども
の人権を守る視点の事業を実施しました。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①児童虐待防止オレンジリボンキャンペーンの実施
③11月の児童虐待防止推進月間における児童虐待防止の啓発活動
④行政チャンネルやおーラジよる啓発
⑤健康都市おやまフェスティバルにおける児童虐待防止啓発活動
⑥おやま・まちづくり出前講座における児童虐待防止啓発活動



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

27

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
①子どもの人権の尊重

施策名

イ．「心の教育」の推進

○社会奉仕体験活動、自然体験活動、高齢者･障がい者等との交流活動、文化・スポーツ活動
　などを通じた「心の教育」の推進

27 担当課・係 こども課　保育食育指導係　（宮田　悟　・武関　玲子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

○市内の保育園・認定こども園・保育所において、異年齢児・世代間・幼保交流事業を実
　施。
○市内の保育園・認定こども園・保育所の子どもたちと中学生・高校生・大学生とのふれあ
　い体験事業

R2(2020)
年度事業実績

【異年齢児・世代間交流・幼保交流の実績】
◇目的：触れ合いを通し豊かな人間性の発達を促し社会性を高めた。
①異年齢児交流事業
◇実施施設：民間保育園24か所・認定こども園1２か所・公立保育所１０か所
◇実施回数：新型コロナ感染拡大予防のため中止
　
②世代間交流事業
◇実施施設：民間保育園24か所・認定こども園12か所・公立保育所10か所
◇実施回数：新型コロナ感染拡大予防のため中止

③認定こども園・保育所交流会
◇実施施設：新型コロナ感染拡大予防のため中止
　

執行額（千円）
2,553

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｅ

〇新型コロナ感染拡大防止の観点から、密にならない保育・不特定多数の人との接触は
控えたことから、それぞれの事業は中止とした。

人権視点 〇様々な世代の人との交流等、多くの人とのふれあいを持つことは控えた。

Ｅ

審議会委員
意見

【確認】執行額の内容を説明してください。

担当課回答

運動会・発表会（衣装やプレゼントなど）年間計画通りの準備を行なっていたが、新型コロナの感染拡
大防止のため中止となったり、世代間・異年齢・認定こども園保育所交流会では、対面での交流ができ
ないことから、子どもたちがプレゼントなどを作成し贈ったりなどの材料費に使用しました。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

○市内の保育園・認定こども園・保育所において、異年齢児・世代間・幼保交流事業を実施。
○市内の保育園・認定こども園・保育所の子どもたちと中学生・高校生・大学生とのふれあい体験事業



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

28

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
①子どもの人権の尊重

施策名

イ．「心の教育」の推進

○社会奉仕体験活動、自然体験活動、高齢者･障がい者等との交流活動、文化・スポーツ活
　動などを通じた「心の教育」の推進

28 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各中学校区における小中一貫教育での積極的な取組
　・各中学校区での育てたい子ども像の共通理解と指導の実践
　・各中学校区での人権教育研修
　・各中学校区での小・中学校の交流
②信頼ある学級づくり
  ・人権に配慮した雰囲気づくり、よりよい言語環境づくり
　・生徒会や児童会などを中心としたあいさつ運動などの取組
③特別活動や総合的な学習の時間等におけるボランティア体験活動、自然体験活動、異年齢・世代間交流活動の実施
④クラブ活動・部活動における心身の健全な育成

R2(2020)
年度事業実績

①小中連携を見据えた積極的な取組
　・各中学校区の小・中学校において、育てたい子ども像を共有し、小中で一貫性を図る共通指
    導実践やいじめゼロに向けた共通の取組が進められている。コロナ禍で小・中の交流は進まな
　　かったが制限された活動の中でも、小中で目標を共有し、つながりのある指導を心がけていた。
②信頼ある学級づくり
　・特別活動や道徳などでコミュニケーションの仕方や言葉遣いを扱った授業を行っている。
　・各種研修会を通して、教師自身の人権感覚を磨いている。
　・「和顔愛語」や「ふわふわ言葉」など、互いを思いやる言葉遣いや児童生徒にとって居がい
　　のある学級経営への具体的な取組が、学校訪問でその取組の様子がうかがえた。
③令和２年度はコロナ禍で、例年行ってきた交流の機会が持てなかった。しかしながら、ＩＣＴを活用
　　するなど、工夫によって交流自体は止まることなく推進することができた。
④クラブ活動・部活動における心身の健全な育成
　・各学校のクラブ活動・部活動においては、年度前半は新型コロナウイルス感染防止のため、中止に
　　なったものが多く、特に3年生の生徒は十分活動ができなかった。しかしながら、できる範囲で形
　　を変え、互いを思いやりながら引退に向けた活動を行うなど、多くの配慮が見られた。感染対策
　　を行いながら、今までの活動を見直し、心身の健全な育成を第一の目標に掲げ、計画は常に変更
　　しつつも組織的に取り組むことができた。　形は変わっても「心・技・体」の全ての面において、子
　　どもの健やかな成長を図った。

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

Ｃ

　各学校区ごとに全員が集まって学ぶ機会をもつことはできなかったが、日をずらすなど、部会ごとに情報を共有す
る機会をもち、目標を共有した共通指導は心がけることができた。
　教師自身の人権感覚を意識した子どもと接する姿や、児童会や生徒会などが中心となって、「ふわふわ言葉」や「嬉し
くなる言葉」などを推進する活動も見られている。今後も継続し、人権に配慮した環境づくり、意識の高揚を図りたい。

人権視点 形が変わっても人権に関わる取組は進めることができたと考える。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】事業計画の①の項目１の中に”育てたい子ども像”とありますが、育てたい子どもとはどの様な子どもなの
でしょうか。
【評価】コロナ禍での学校生活は非常に大変だと思います。そんな中でも日々の生活に工夫を凝らしての人権尊重
への取り組みは評価できます。ウィズコロナ・ニューノーマル時代に適した取り組みができると良いです。

担当課回答

「育てたい子ども像」とは市内共通のものではなく、各学校が教育目標を基に設定するものであり、
「自ら考え表現する子」、「いじめや差別を許さず心遣いや思いやりを実践できる生徒」等の言葉で表し
ているものです。各中学校区で小中連携が図られ、中学校区としてそれぞれの発達段階に応じて、目
標を具現化した取組を行っています。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①各中学校区における小中一貫教育での積極的な取組
　・各中学校区での育てたい子ども像の共通理解と指導の実践
　・各中学校区での人権教育研修
　・各中学校区での小・中学校の交流
②信頼ある学級づくり
  ・人権に配慮した雰囲気づくり、よりよい言語環境づくり
　・生徒会や児童会などを中心としたあいさつ運動などの取組
③特別活動や総合的な学習の時間等におけるボランティア体験活動、自然体験活動、異年齢・世代間交流活動の実施
④クラブ活動・部活動における心身の健全な育成



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

29

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
②いじめ等の問題に関する取り組みの推進

施策名 ○子ども一人ひとりが存在感をもつことができるような指導・支援の強化

29 担当課・係 学校教育課　児童生徒指導係　（ 増渕 昌幸 ・ 清水 良祐 ）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①いじめゼロ子どもサミットを受けた取組
②学級活動における好ましい人権関係づくり
③学校行事における一人一役
④いじめに関するアンケート調査
⑤魅力ある学校づくり

R2(2020)
年度事業実績

①いじめゼロ子どもサミットを受けた取組
　R2年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、サミットを開催できなかった。そこで、
サミットに代わる取組として、「おやまっ子いじめゼロスローガン」づくりを実施した。各校で
作成されたスローガンの中から、市内全児童生徒で共有したい「おやまっ子いじめゼロス
ローガン」を選出し、掲示物を作成。各学校では児童生徒の目に触れる場所への掲示のほ
か、学校だよりや学校ホームページへの掲載等、様々な場面で活用した。
②学級活動における好ましい人間関係づくり
　hyper-QUの結果をもとに、児童生徒一人一人の状況を把握し、好ましい人間関係づく
りに向けた個別の支援を実施することで、児童生徒の学校生活満足度の向上を図った。
③学校行事における一人一役
　児童生徒が、自身の所属する集団の中で「自己有用感」を持つことができるよう、学校行事
等において、児童生徒の発達段階や個々の特性に応じた役割を任せ、責任を果たした際に
は、取組や成果を認める取組がなされた。
④いじめに関するアンケート調査
　各学校では最低でも学期毎に１回、多い学校では毎月１回の「いじめアンケート」を実施し
た。また、計画的な教育相談や不定期の個人面談などをとおした児童生徒の状況把握に努
め、いじめの早期発見・早期対応につなげた。
⑤魅力ある学校づくり
　「分かりやすい授業」づくり、「人間関係」づくりに努め、新規不登校児童生徒数の抑制を目
指した取組を行った。

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

Ｃ

　いじめゼロ子どもサミットの中止、学校行事の縮小・簡素化等、新型コロナウイルス感染
拡大の影響を受け、十分な取組が実施できなかった事業もあった。しかし、学校において
はできることをできる形で実施し、いじめ問題に関する取組を推進した。

人権視点 　各学校では、「生命尊重、人権尊重の教育」を教育活動の中心に位置付け、「子どもの瞳
が輝き　笑顔があふれ　元気なあいさつが響く」学校づくりに取り組んだ。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】「hyper-QU」について説明してください。
【確認】新型コロナウイルスに関連したいじめや人権問題への取り組みについて説明してください。
【要望】いじめによる自殺があってはなりません。被害者を救い、守り抜くことが最優先です。学校は常に「いじめかもしれない」という意識を持つこ
とが大切であると考えます。
【要望】新型コロナウイルスによりさらなるいじめがあってはならないので、力強い支援をお願いします。
【評価】学校行事における一人一役、それを責任持たせ、その成果を評価することは良いことだと思います。

担当課回答

・hyper-QU…「いごこちのよいクラスにするためのアンケート」と「やる気のあるクラスをつくるためのアンケート」から構成され、学校生活におけ
る児童生徒の意欲や満足感、及び学級集団の状態を質問紙によって測定します。不登校になる可能性の高い児童生徒の早期発見、いじめの発生・
深刻化の予防、いじめ被害に遭っている児童生徒の発見、学級崩壊の予防やよりよい学級集団づくり等のために活用できます。小山市では、市内
の小学４年生と中学２年生については、市として予算を計上して実施しています。他の学年児童生徒については、各学校の実態に応じて実施して
います。
・おやまっ子いじめゼロスローガンづくりにおいて集まった作品の中から、新型コロナウイルス感染による差別や偏見をテーマとしたスローガンを
紹介しました。例えば「広げよう　うわさじゃなくて　思いやり」「必要だよね　正しい知識　必要だよね　強い心」　また、「おやまっ子　いじめゼロ宣
言2020-2021」を配付し、意識の高揚を図りました。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①おやまっ子いじめゼロスローガンづくり
②学級活動における好ましい人権関係づくり
③学校行事における一人一役
④いじめに関するアンケート調査
⑤魅力ある学校づくり



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

30

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
②いじめ等の問題に関する取り組みの推進

施策名 ○子ども一人ひとりが存在感をもつことができるような指導・支援の強化

30 担当課・係 こども課　保育食育指導係　（宮田　悟・武関　玲子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

○保育士は自己肯定感を育てる保育を心がけ、主体的対話的で深い学びの中で、子ども
　自身が自分を大切にするとともに、友達を大切にする、お互いを認めあえる保育を行って
いく。

R2(2020)
年度事業実績

保育園・保育所の実地調査を実施、下記内容を確認し指導を行った。
◇人権に配慮した保育の実施
①日常保育の中で、子ども達が自分の気持ちや意見が言える環境をつくった。
②日常保育の中で、子どもが他の子の気持ちや発言を受け入れられるように指導した。
③保育が人権に配慮したものになっているか確認した。
◇人間関係を育む保育の実施
①遊びを通して人間関係が育つように配慮した。
②子ども同士の関係をよりよくするような適切な言葉かけの実施
◇保護者への啓発
①おたよりや保育参観、一日保育士体験を活用して、保護者に、保育内容や子ども達の様子
を伝えるとともに、心の成長について日々考える機会とした。
※実地調査保育園（所）・こども園数　公立10保育所中10保育所
民間24保育園中24保育園　認定こども園12園中12園

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

・友達との遊びを存分に楽しんだり、互いの気持ちを受け入れることが必要となるような、遊びをたくさん経験
することで感情のコントールができるようになったり、人間関係が育つような保育を心がけた。
・異年齢児との交流を通し、人間関係が育むような保育を提供した。
・自己肯定感を高めることを意識した保育を提供した。

人権視点 自己肯定感を高めることを意識した保育の中で、「自分を支えてくれる人がいる」「自分は孤立して
いない」「人とともに在ることは楽しい」という他者信頼を育てることで、豊かなコミュニケーション
を育み、前向きに生きる原動力を高めていくことができた。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスの影響による「新たに必要な施策」や「強化すべき部分」を説明してくださ
い。
【評価】報告が簡潔で非常に分かりやすいです。

担当課回答

新型コロナウイルス感染防止のため、密にならないようにすることで、子どもたちの遊びや活動が今ま
でとは違ってきていることから、人と人との交流の機会についても工夫をし、人間関係を育んでいくこ
とを意識した保育の提供をしていきたい。また、新型コロナウイルス感染症を理由とした偏見や差別は
決して許されることではないため、正確な情報収集と正確な知識を持って対応する旨の通知を各施設
に配布し、周知しています。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

○保育士は自己肯定感を育てる保育を心がけ、主体的対話的で深い学びの中で、子ども自身が自分
を大切にするとともに、友達を大切にする、お互いを認めあえる保育を行っていく。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

31

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
②いじめ等の問題に関する取り組みの推進

施策名
○小中学校等への相談員の配置による学校教育相談の充実
○下都賀教育事務所「いじめ・不登校等対策チーム」等との連携

31 担当課・係 学校教育課　児童生徒指導係　（ 増渕 昌幸 ・ 清水 良祐 ）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①年間2回の相談員研修会
　・個々の相談員のスキルアップ
　・事例研究
　・情報交換
②市青少年相談室、市不登校適応指導教室、県南児童相談所、市子育て包括支援課等との
　連携

R2(2020)
年度事業実績

①年間２回の相談員研修会
　４月6日と8月3日に研修会を実施した。特に、8月3日の研修会では、小山市青少年相談
室の松沼達典相談員と鈴木由佳相談員を講師に招いての講話と事例検討を行った。
　内容：講話、事例検討、情報交換
　参加者：相談員26名、事務局
②市青少年相談室、市不登校適応指導教室、県南児童相談所、市子育て包括支援課等との
　連携
　・市青少年相談室と不登校適応指導教室による年3回（6/8、11/30、3/1）の情報交換会
　　　内容：それぞれが関わっている児童生徒に関する情報交換
　　　参加者：青少年相談室相談員６名、適応指導教室１名、市教委３名
　・市教育委員会と不登校適応指導教室との毎月１回の打合せ
　　　内容：通級児童生徒に関する情報交換　参加者：適応指導教室５名、市教委１名
　・市いじめ問題対策連絡協議会や、ケース会議における県南児童相談所や市子育て包括支
　　援課との連携
　　　内容：小山市内児童生徒に関する報告・情報交換・意見交換

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

　夏の相談員研修会をきっかけに、自身の取組を振り返り、資格の取得に向けて自己研鑽
を始めた相談員が複数名見られた。また、関係機関との連携については、必要な時に必要
な情報交換ができる「顔の見える関係」を構築することができた。

人権視点 　研修会に参加した相談員から、「子どもの問題行動の背景を考えることの重要性を改めて感じた」
「教育相談の基本を学ぶことができてよかった」「相談員としての心構えを学ぶことができた」「情
報交換会では、各学校で勤務をする中で感じていることを共有したり、抱えている悩みについて話
し合ったりすることで、不安を解消できた。」等の感想が聞かれた。Ｂ

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスの影響による「新たに必要な施策」や「強化すべき部分」を説明してくださ
い。
【評価】研修を受けた相談員がますますスキルアップし、これからの活躍を期待します。

担当課回答

・強化すべき部分として、子どもたちに、「周囲の大人に対してＳＯＳを発することができる力」を身に付けさせる必要があると考えま
す。一方で、悩みや不安を一人で抱え込むことがないよう、家庭においては保護者や兄弟、学校においては担任や養護教諭、スクールカ
ウンセラーや相談員等と直接話すことが難しい場合は、電話での相談など、相談できる体制づくりも必要です。その中で、思いを共有
できる相手がいるということ、思いを吐き出すことで物事がよい方向へ進むこともあるということを伝えていくことが大切であると考
えます。
　また、感染者や医療従事者等に対する不当な差別や偏見は許されるものではないという文部科学省や県・市教育委員会からのメッ
セージを基に繰り返し指導することが必要であると考えます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①年間2回の相談員研修会
　・個々の相談員のスキルアップ
　・事例研究
　・情報交換
②市青少年相談室、市不登校適応指導教室、県南児童相談所、市子育て包括支援課等との連携



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

32

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
③体罰の根絶に向けた取り組み

施策名 ○体罰の根絶に向けた職員に対する研修や啓発の推進

32 担当課・係 学校教育課　児童生徒指導係　（増渕　昌幸・清水　良祐）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①校長会、教頭会、主幹教諭・教務主任会、小山市人権教育主任研修会における啓発
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
③中学校ブロック人権教育研修会の実施（年間2回）
  ・人権に関する講話    ・ワークショップ　　・授業研究会
④教職員向け人権教育研修用資料「なかよし」の編集・発行
⑤コンプライアンス・チェックシート、コンプライアンス・アクションシートを用いての研修

R2(2020)
年度事業実績

①校長会、教頭会、主幹教諭・教務主任会、小山市人権教育主任研修会における啓発
　・校長会を含め、研修会等において、体罰の根絶を毎回指示した。
　・教職員のオレンジリボン装着を促した。
②人権教育に係る校内研修の充実
　・7月・12月を教職員の服務規律強化旬間とし、体罰防止の校内研修を実施した。
③中学校ブロック人権教育研修会の実施（年間2回）
  ・人権に関する講話・ワークショップ・授業研究会等を、コロナ禍の中、可能な限り実施し
　　た。
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」の内容に「体罰及び不適切な指導の防止について」を明記し、教職員の意識
　　の高揚を図った。
⑤コンプライアンス・チェックシート、コンプライアンス・アクションシートを用いての研修
　・年2回の服務規律強化旬間はもとより、定期的に研修内でチェックを行った。

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

Ｃ

・体罰の根絶に向け、校長、教頭、主幹・教務主任の集まる会議をはじめ、様々な機会を利用し、啓発を行った。
・中学校ブロックの人権研修会は、新型コロナウィルスのため、予定通りに研修等が実施できなかった学校も
あった。

人権視点 ・教職員がいじめ問題の解決に向けて人権意識を高めるために、具体的な場面や指導方
法を伝えるられるように配慮した。
・「信頼こそ教育の原点」を踏まえ、今後も体罰根絶に向けた指導・説明を繰り返していく。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】令和2年度中に体罰若しくはそれに類似する事案の報告はありましたか。

担当課回答

令和２年度中に体罰に係る案件はありませんでした。また、それに類似する県に報告する事案もござ
いませんでした。今後も引き続き体罰の根絶や人権を無視した言動の皆無を目指し、各方面から啓発
活動を行ってまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①校長会、教頭会、主幹教諭・教務主任会、小山市人権教育主任研修会における啓発
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
③中学校ブロック人権教育研修会の実施（年間2回）
  ・人権に関する講話    ・ワークショップ　　・授業研究会
④教職員向け人権教育研修用資料「なかよし」の編集・発行
⑤コンプライアンス・チェックシート、コンプライアンス・アクションシートを用いての研修



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

33

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
③体罰の根絶に向けた取り組み

施策名 ○心の通い合う指導に努め、人間形成に重点をおいた教育の推進

33 担当課・係 こども課　保育食育指導係　（宮田　悟　・武関玲子　）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①すべての人に心と命があり、絶対に傷をつけてはいけないことを保育の中で、体験や遊
　び、絵本を通して理解させる。
②保育士体験を通して、子どもとの関わり方を改めて確認し子育ての楽しさを味わう機会
　としてもらう。

R2(2020)
年度事業実績

保育園・保育所の実地調査を実施、下記内容を確認し指導を行った。
◇人権に配慮した保育の実施
①日常保育の中で、子ども達が自分の気持ちや意見が言える環境をつくった。
②日常保育の中で、子どもが他の子の気持ちや発言を受け入れられるように指導した。
③保育が人権に配慮したものになっているか確認した。
◇人間関係を育む保育の実施
①遊びを通して人間関係が育つように配慮した。
②子ども同士の関係をよりよくするような適切な言葉かけの実施
◇保護者への啓発
①おたより（毎月発行）や保育参観（年１回～２回）一日保育士体験（各保護者１～２回）を活
用して、保護者に、保育内容や子ども達の様子を伝えるとともに、心の成長について日々考
える機会とした。
※実地調査保育園（所）・こども園数　公立10保育所中10保育所
民間24保育園中24保育園　認定こども園12園中12園

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

・子どもたちが育つ環境について、実地調査を通して人権に配慮したものであるのかを確認し、指導することができた。
・保護者の保育士体験を通し、集団生活の中で子どもたちの育ち、学びを一緒に体験することで、保護者への啓発も行うことが
できた。
・年齢に合わせた保育の中で、友達とのかかわりの大切さを味わい、相手の立場を理解したり、友達の大切さを学ぶことができ
た。

人権視点 ・年齢に合わせ保育の中で、友達とのかかわりの大切さを味わい、相手の立場を理解した
り、友達の大切さを学ぶことができた。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスの影響による「新たに必要な施策」や「強化すべき部分」を説明してくださ
い。また、コロナ禍でも昨年と同様に実施できた事業と工夫した点を説明してください。

担当課回答

新型コロナウイルス感染防止のため、密にならないようにすることで、子どもたちの遊びや活動が今ま
でとは違ってきていることから、人と人との交流の機会についても工夫をし、人間関係を育んでいくこ
とを意識した保育の提供をしていきたい。また、運動会発表会などの保護者参加の行事については、
規模の縮小や何日間かに分けて密にならないように工夫して実施します。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①すべての人に心と命があり、絶対に傷をつけてはいけないことを保育の中で、体験や遊び、絵本を
通して理解させる。

②保育士体験を通して、子どもとの関わり方を改めて確認し子育ての楽しさを味わう機会としてもら
う。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

34

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
④児童虐待防止対策の充実

施策名

ア．児童虐待防止のための体制整備

○迅速・的確に児童虐待に対応するための相談体制の充実

34 担当課・係 子育て家庭支援課　子ども家庭相談係　（落合和幸・町田英夫）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①家庭相談員3名による相談対応と支援の実施
②県及び児童相談所等主催の家庭相談業務研修会への参加
③児童福祉分野の様々な研修会・情報交換会への参加

R2(2020)
年度事業実績

①家庭児童相談
　　　場　　 所 　子育て包括支援課
　　　時　　 間 　9時～17時
　　　相 談 員 　家庭相談員   4名(9月より、１名増員）
②栃木県共催家庭相談員研修会 （ R2.１１．３０、１２．７）　　　　１名
　 栃木県母子保健関係者研修会  （R2.11.26)　　　　　　　　　１名
　 児童福祉司任用講習会及び任用全講習会（R２．７．２７）　 　1名
③県の虐待対応力強化事業実施　毎月１回

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

Ａ

・家庭相談員を１名増員し、相談者である養育者や子どもの気持ちに寄り添い、問題解決
に向け幅広い支援活動を行った。専門性を高めるため、研修の参加と係内会議を充実さ
せた。

人権視点 児童虐待から子どもを守ることを最優先した対応を行った。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスの影響による「新たな必要な施策」や「強化すべき部分」を説明してくださ
い。
【要望】児童虐待を防止するためには、教師・保育士・医師等の協力が必要です。
【要望】家庭相談員の増員により、さらに充実した相談支援ができることを期待します。

担当課回答

〇新型コロナウイルス感染症の影響の長期化は、生活基盤が弱い家庭を直撃しており、経済的困窮お
よび学校の休校等により、子どもが十分な食事をとれないことや家庭内で支援者の目が届かないこと
から、新たに虐待や貧困の家庭に対し、配達による食事の提供と見守り支援事業を緊急で実施してお
ります。
〇児童虐待を早期に発見するため、要保護児童等対策地域協議会等において、学校、保育施設、医療
機関等との情報連携をさらに強化してまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①令和３年度より子ども家庭総合支援拠点事業を実施するため、相談員を１名増員し虐待対
応専門員兼家庭相談員３名、　子ども家庭支援員兼家庭相談員２名とする。虐待対応等にあ
たる正規職員として専門職員を１名増員し、ケース管理を徹底する。
②県及び児童相談所等主催の家庭相談業務研修会への参加
③児童福祉分野の様々な研修会・情報交換会への参加



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

35

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
④児童虐待防止対策の充実

施策名

ア．児童虐待防止のための体制整備

○小山市要保護児童等対策地域協議会の円滑な運営と連携強化

35 担当課・係 子育て家庭支援課　子ども家庭相談係　（落合和幸・町田英夫）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①要保護児童等対策地域協議会代表者会議・・・年2回開催
②要保護児童等対策地域協議会実務者会議・・・年4回開催
③個別ケース検討会議・・・必要に応じて随時開催

R2(2020)
年度事業実績

①要保護児童等対策地域協議会代表者会議
　　2回開催　書面会議（R２．５月、R3.３月)
②要保護児童等対策地域協議会実務者会議
　　4回開催（R２.6.１９、７.３１、1０.２６、R３.２.２)
③個別ケース検討会議
　　４１回開催

執行額（千円）
報償費　　　１３２

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

・定期的な要保護児童等対策協議会代表者会議及び実務者会議を予定通り開催した。
・多方面からの支援が必要なケースでは、児童相談所、県南健康福祉センター、医療機関、
警察、学校等の関係機関と個別ケース会議を開催し切れ目の無い支援を行った。

人権視点 要支援児童、特定妊婦及びDVの被害者への適切な保護又は支援を目的として取り組ん
だ。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】個別ケース検討会議が前年より倍に増えているが「傾向と対策」について説明してください。
【要望】個別ケース検討会議、他機関との積極的な連携や情報の共有等より実践的な事業の推進を期
待します。

担当課回答

〇新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中の傾向として、出産と子育てが特に心配される妊
婦や児童虐待を受けて児童相談所に一時保護される子どもが増加しております。これらの非常にリス
クの高いケースに対応するため、児童相談所・病院・学校・警察その他の関係機関との連携を強化した
結果として、個別ケース検討会議が増加いたしました。
〇他機関との連携により、リスクの高いケースにも専門的かつ多角的な支援方針で対応してまいりま
す。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①要保護児童等対策地域協議会代表者会議・・・年2回開催
②要保護児童等対策地域協議会実務者会議・・・年4回開催
③個別ケース検討会議・・・必要に応じて随時開催



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

36

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
④児童虐待防止対策の充実

施策名

ア．児童虐待防止のための体制整備

○迅速・的確に児童虐待に対応するための相談体制の充実
○小山市要保護児童等対策地域協議会の円滑な運営と連携強化

36 担当課・係 こども課　保育食育指導係　（宮田　悟　・武関玲子　）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

・子育て包括支援課や健康増進課等、その他関係機関等との連携を密にし、家庭支援を要
　する児童の日常生活全般の支援に努める。
・虐待の可能性のある児童に対して小山市要保護児童対策地域協議会との連携強化を図
る。

R2(2020)
年度事業実績

①家庭で養育している子どもの虐待ケースの場合、子育て包括支援課や児童相談
　所とケース検討会議を行い、保育園（所）へ入所させ支援することができた。
②子育て包括支援課や健康増進課等、関係機関と連携を密にし、相談や通報等が
　あった時に迅速に対応した。

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

・日々の生活の中で子どもの様子、送迎の際の保護者とのコミュニケーションを通して、虐待の早期発見に努め
て取り組んだ。
・子育て包括支援課や健康増進課との連携を強化し、個人情報の取り扱いにも細心の注意を払って対応した。

人権視点 ・年齢や発達に合わせた保育の中で、友達とのかかわりの大切さを味わうことができた。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】人権視点について、事業番号33の人権視点の自己評価と類似する内容ですが、児童虐待防止
対策の充実に対しての人権視点と捉えて良いのでしょうか。

担当課回答

子どもたちが安心して生活できる場所としての保育園・所、こども園などの乳幼児施設においては、年
齢や発達に合わせた保育の中で、保護者にとっても子どもにとっても友達や保育士とのかかわりが大
切であるということが実感でき、人との信頼関係が築けることで虐待防止にもつながっていると考え
ます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

・子育て支援課や健康増進課等、その他関係機関等との連携を密にし、家庭支援を要する児童の日常
生活全般の支援に努める。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

様式１号

人権課題
施策の方向　

事業番号

37

Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　
２　子ども
④児童虐待防止対策の充実

施策名

ア．児童虐待防止のための体制整備

○自ら支援を求めることが困難な家庭に対する訪問支援事業の推進

37 担当課・係 子育て家庭支援課　子ども家庭相談係　（落合和幸・町田英夫）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①家庭相談員による相談と養育訪問
②養育支援家庭訪問（育児支援家庭訪問員による訪問）
③保育所や幼稚園・学校・医療機関や児童相談所など関係機関との連携

R2(2020)
年度事業実績

①家庭相談員による相談件数　8,795件
②養育支援家庭訪問（育児支援家庭訪問員による訪問）
　　実件数7１件、延べ訪問件数５５９件
③関係機関を集めて要保護児童等対策地域協議会実務者会議を4回（（R２.6.１９、７.３１、1
０.２６、R３.２.２)、個別ケース検討会議を４１回開催し、支援方針を協議した。

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

・支援を要する家庭に対して定期的に家庭を訪問し、家庭における相談と支援を行った。

人権視点 ・支援を要する保護者等の人権に最大限に配慮し、適切かつ慎重に相談支援等を行った。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】養育支援家庭訪問事業が健康増進課へ事業移管となるようであるがどんな理由なのか。健康
増進課は新型コロナウイルスへの対応で大変な状況と推察するのですが。
【確認】夜間に訪問した件数と内容を説明してください。
【評価】これだけ多くの件数の相談や訪問に対応するのは大変なことであると思います。

担当課回答

〇令和３年５月に健康増進課に小山市母子健康包括支援センターを開所し、妊娠期から子育て期にわ
たる切れ目ない支援の体制を強化するために、育児訪問支援員２名とともに養育支援訪問事業を健康
増進課に移管しました。
〇夜間に訪問した件数は不明でありますが、保護者が就労している家庭等については、時間外に家庭
訪問し、児童虐待の事実確認や注意喚起を行っております。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①家庭相談員による相談と養育訪問
②養育支援家庭訪問（令和３年度より、健康増進課へ事業移管）
③保育所や幼稚園・学校・医療機関や児童相談所など関係機関との連携



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

38

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
④児童虐待防止対策の充実

施策名

イ．虐待を受けた子どもの自立支援

○児童相談所等の関係機関・団体との連携
○虐待をする保護者に対する支援

38 担当課・係 子育て家庭支援課　子ども家庭相談係　（落合和幸・町田英夫）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①要保護児童等対策地域協議会個別ケース検討会議等を通して、児童相談所や学校、民生
委員・児童委員等関係機関との連携を図り、円滑な支援につなげる。

R2(2020)
年度事業実績

①要保護児童等対策地域協議会個別ケース会議を４１回開催し、他機関と
ともに処遇改善に努めた。

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

・自立に向けて、児童相談所、県南健康福祉センター、医療機関、学校、子どもの居場所、
青少年相談室、障がい者基幹相談センター、児童養護施設等の関係機関と個別ケース会
議を開催し切れ目の無い支援を行った。

人権視点 ・支援を要する子どもや保護者等の人権に最大限に配慮し、適切かつ慎重に支援等を
行った。

Ａ

審議会委員
意見

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①要保護児童等対策地域協議会個別ケース検討会議等を通して、児童相談所や学校、民生委員・児童
委員等関係機関との連携を図り、円滑な支援につなげる。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

39

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
⑤子育て環境づくりの推進

施策名
○地域における子育て支援体制の充実
○子どもたちが健やかに成長できる環境の整備

39 担当課・係 こども課　保育食育指導係　（宮田　悟・武関　玲子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

　①各保育所（園）において乳児保育や一時預かり事業を実施するとともに、市内5地区に地
域子育て支援センター（地域の社会福祉法人に委託）を開設し、選任の保育士を配置して在
宅で子育てする親子を育児支援する。また、支援センターにおいて保健師・栄養士の相談の
機会を設けることで、地域の子育て支援の充実を図る。

R2(2020)
年度事業実績

①各保育所（園）において乳児保育や一時預かり事業を実施するとともに、市内５
　地区に地域子育て支援センター（地域の社会福祉法人に委託）を開設し、選任の
　保育士を配置して在宅で子育てする親子の育児支援を行うとともに、親子の交
　流の場を提供した。また、事業を広く周知するために、テレビおやま等でPRを
　行った。
②子どもたちの自然に対する関心を高めるため、日々の保育の中で季節の行事、
　園庭や畑での野菜栽培・収穫・調理を通し収穫の喜びを味わい、食への興味関心
　を高め、散歩の際、木の実集めなどを通し季節の移り変わりを肌で体験するな
　ど、保育において自然とふれあえる機会を多く設けた。

執行額（千円）
99,923

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

①各保育所（園）において乳児保育や一時預かり事業（R２年度３４施設）を実施するとともに、市内５地区に地域子育
て支援センター（地域の社会福祉法人に委託）（R2年度5施設）を開設し、選任の保育士を配置して在宅で子育てする
親子の育児支援を行うとともに、親子の交流の場を提供した。地域子育て支援センターにおいては、保育士の他、定期
的に保健師の訪問・相談や栄養士の離乳食相談等も行い支援体制の充実を図ることができた。

人権視点 ・地域子育て支援センターは、未就園の親子の居場所として、プライバシーに配慮しなが
ら、育児に不安を持つ親子などを受け入れ、子育ての楽しさを伝えている。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】子育て支援センターに従事するスタッフはどのような人ですか。また、求人はどのように行って
いるのですか。
【確認】子どもたちが健やかに成長できる環境整備について、新型コロナウイルスによる影響で「新た
に必要な施策」や「強化すべき部分」を説明してください。

担当課回答

・子育て支援センターは保育施設内にありますので保育園の職員（保育士）です。求人も保育園の求人
に含まれます。
・新型コロナウイルス感染防止のため、外出の機会が減り、孤立感も高まっていることから、密にならな
いよう人数制限や時間による入替制をしながら、地域の子育て支援センターにおいても、子育て支援
を行っています。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①各保育所（園）において乳児保育や一時預かり事業を実施するとともに、市内５地区に地域子育て支
援センター（地域の社会福祉法人に委託）を開設し、選任の保育士を配置して在宅で子育てする親子を
育児支援する。また、支援センターにおいて保健師・栄養士の相談の機会を設けることで、地域の子育
て支援の充実を図る。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

40

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
⑤子育て環境づくりの推進

施策名
○地域における子育て支援体制の充実
○子どもたちが健やかに成長できる環境の整備

40 担当課・係 子育て家庭支援課　子ども家庭相談係　（落合和幸・町田英夫）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①子育て支援総合センターの充実
　　・ほほえみ相談事業の実施
　　・常設のひろば、出張ひろばの実施
　　・ファミリーサポートセンター事業の実施

R2(2020)
年度事業実績

子育て支援総合センターの充実
・ほほえみ相談事業の実施（子育て支援相談員が個々の子育て家庭の相談に応じ、
適切な情報提供や子育てサービスが円滑にできるよう支援）
　　利用実績（延べ件数）…来所相談１,7３７組、電話相談280件
・委託事業としてひろば（すまいる・にっこりちゃん）の実施
　　利用実績　すまいる　延べ2,976人　、にっこりちゃん　延べ1,702人
　　※新型コロナウイルス感染症対策のため令和２年４月～６月まで休止
・ファミリーサポートセンター
　　依頼会員 7５１名　提供会員 14０名　両方会員 １０１名
　　利用件数 １,７６４件

執行額（千円）
ファミリーサポー
トセンター委託料
　　　　　　5,154
子育てひろば委
託料すまいる
　　　　　14,537
にっこりちゃん
　　　　　　　567

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

・コロナ禍において子育てひろばの休止等、一部事業を縮小した期間はあったものの、ほ
ぼ予定通り事業を開催することができた。

人権視点 ・休日でも利用できる相談窓口や子どもの迎え、預かりのサポートを行うことで、子ども
の人権を守る視点（児童虐待の未然防止）から、養育者の不安や負担の軽減ができるよう
努めた。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】地域子育て支援センターと子育て支援総合センターの関係について教えてください。

担当課回答

〇「地域子育て支援センター」は、地域の保育園で保育士による育児の相談や児の遊び場を提供する
事業で、現在は５か所で開催しております。「子育て支援総合センター」は、城山サクラコモンビル２階
に常設し、子育てひろば、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業、育児相談事業を行ってお
ります。いずれも保護者の負担軽減を目的とした異なる事業です。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①子育て支援総合センターの充実
　　・ほほえみ相談事業の実施
　　・常設の子育てひろば、出張ひろばの実施
　　・ファミリーサポートセンター事業の実施



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

41

様式１号
Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　

２　子ども
⑥子どもの貧困対策の推進

施策名 ○「子どもの貧困撲滅５か年計画」に基づいた支援体制の整備・充実

41 担当課・係 子育て家庭支援課　子育て政策係　（落合和幸・大島広行）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

「第2次小山市子どもの貧困撲滅5か年計画」に基づいた支援体制の整備・充実を図る
(1)子どもの貧困・虐待防止対策本部評定及びプロジェクト合同評定
　　年3回開催　7月、10月、2月
(2)子どもの貧困撲滅支援センター事業
　　①スクールソーシャルワーカーによる家庭相談（通年）
　　②料理教室　R2.5月～R3.3月　計12回開催
(3)制服バンクの支援（第2次計画の新規事業）

審議会委員
意見

【確認】制服バンクの事業内容を教えてください。
【確認】人権視点の自己評価の理由を詳しく説明してください。
【確認】提供された学用品の数に対して利用に供した学用品の数が少ないが、どのような違いがあるのですか。 また、制服や学用品の支援は市内
の全学校が対象ですか。
【要望】子どもの貧困の増加は、離婚によるひとり親家庭の増加や低賃金の派遣社員の増加と大きく関係していると思います。 国で対策をする事
案ではありますが、市としてもできる対策をしてほしいです。

担当課回答

〇制服バンクは、ボランティア団体による学校生活応援活動で、学校と団体が協力し卒業生から不要となった制服などの学校用品を集
め、希望する子どもに安価で譲っており、現在は城南中学校区と小山第二中学校区で２団体が活動しています。
〇貧困に関する事業ということで、各家庭のプライバシーに配慮しながら事業を実施することができたとの理由から。
〇利用に供する学用品の種類や数量を事前に把握できないため在庫が多くなっているようです。提供される学用品については、自治
会で回覧し回収するので、連絡をいただいたものは、処分する場合もありますが、全て回収し修繕しています。
〇活動を開始してからまだ日が浅いので２学区内の活動にとどまりますが、これから全学校への展開を目標としております。
〇ひとり親が看護師や保育士、看護師などの資格を得て自立できるよう支援するなどの取り組みをしています。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

「第2次小山市子どもの貧困撲滅5か年計画」に基づいた支援体制の整備・充実を図る
(1)子どもの貧困・虐待防止対策本部評定及びプロジェクト合同評定
　　年２回開催　７月、2月
(2)制服バンクの支援
　　制度要望者の情報の提供、及び提供された制服等の保管場所確保に対する支援等の実施

R2(2020)
年度事業実績

(1)子どもの貧困・虐待防止対策本部評定及びプロジェクト合同評定
　　２回開催　7月、３月（書面会議）実施
(2)子どもの貧困撲滅支援センター事業
　　①スクールソーシャルワーカーによる家庭相談
　　　　相談件数３８５件（定期学校訪問を除く）
　　　　（新規16世帯１７人）
　　②料理教室
　　　　R２.８月～12月　計４回開催
　　　　（R2.４月～7月、R3.1月～3月は新型コロナウイルス対策のため中止）
(3)制服バンクの支援
　　提供された学用品の数　：　４２３点
　　利用に供した学用品数　：　　８３点

執行額（千円）
需用費　　　　16

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

新型コロナウイルス感染拡大による経済悪化の影響を受けている子どもとその家族に対
し、地域・学校等と連携を深め、貧困状態にある家庭の早期発見に努め、相談や生活支援
等を行った。

人権視点 スクールソーシャルワーカーによる相談において、支援家庭の保護者、子ども、それぞれ
の立場での人権尊重に配慮するなど、各事業において、人権尊重の視点を配慮して実施
した。

Ａ


