
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

42

事業実施の際に人権尊重の視点に配慮することができた。また、高齢者が利用しやすい
ようなホームページ作りを心掛け、対象者にとって最適な情報を提供できるよう努めた。

Ｂ

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ

広報やホームページ等を活用し、各種福祉サービスについて周知を図ることで、高齢者の生活支援の推進に努
めた。また高齢者が豊かな経験や知識を活かし生涯現役で活躍できるよう、ホームページ等により社会参加に
ついての情報発信に努めた。
※新型コロナウイルスの影響により、思桜会事業や生き生き好齢者セミナー等を中止とした。

人権視点

Ｒ3(2021)
年度事業計画

小山市広報、ホームページ、おーラジ、まちづくり出前講座等を活用して、各種事業等の広報・啓発を行
う。
　○在宅福祉サービス
　○高齢者一般福祉サービス
　○シルバー人材センター
　○シルバー大学校
　○思桜会（老人クラブ）
　○生き生き好齢者育成支援推進事業

審議会委員
意見

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　　　　　　　　

３　高齢者
①高齢者の人権の尊重

施策名
○高齢者の人権に関する啓発活動の推進
○高齢者を豊かな能力を持つ人材として捉えるような市民意識の醸成
○充実した生活を送るエイジレス・ライフの推進

R2(2020)
年度事業実績

○在宅福祉サービス　広報7月号･ホームページに記事掲載。まちづくり出前講座を１回実
施。
　※生活支援サービス・・・配食、軽度生活援助、移送サービス、寝具洗濯乾燥消毒
　※介護保険法定給付対象外サービス・・・短期入所、日常生活用具貸与
○高齢者一般福祉サービス　広報7月号、ホームページに記事掲載。
　・在宅ねたきり老人等介護手当支給（月1万または5千円/延２，６４３件）
　・緊急通報装置貸与（４９７台）
  ・はり灸あんま等利用者助成（1回1,000円×１，７０３件）
　・老人性白内障特殊眼鏡等購入助成（１５３件）
○シルバー人材センター　広報・チラシ・ポスターを課窓口に設置。
○シルバー大学校　同窓会支部事業への実施協力
　※新型コロナウイルスの影響により入学募集および市長講話会は中止
○思桜会（老人クラブ）　・会員加入促進についての広報・啓発及び、各種事業の実施。
　・単位老人クラブ紹介記事…広報おやま奇数月号に掲載
　・老人クラブ活動と加入のお願い…広報おやま9月号に特集記事掲載
　・思桜会広報紙「いきいきだより」第１４号発行
　※新型コロナウイルスの影響により思桜会各種イベントは中止
〇生き生き好齢者育成支援推進事業　WEBサイトの運営および広報での応援窓口の周知。
　※新型コロナウイルスの影響により、セミナー開催は中止

執行額（千円）
○在宅福祉サービ
　ス  　　　　9,189
○高齢者一般福祉
サービス
　　　　　　29,333

42 担当課・係 高齢生きがい課　生きがい推進係　（柏崎　昌男・中田　ゆり）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

小山市広報、ホームページ、おーラジ、まちづくり出前講座等を活用して、各種事業等の広報・啓発を行う。
　○在宅福祉サービス
　○高齢者一般福祉サービス
　○シルバー人材センター
　○シルバー大学校
　○思桜会（老人クラブ）
　○生き生き好齢者育成支援推進事業

担当課回答



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

43

R2(2020)
年度事業計画

①道徳教育の充実
　・道徳科及び道徳の時間における指導の充実
　「父母、祖父母への尊敬」に関した内容を扱った授業で、尊敬や感謝の気持ち、高齢者に対する思いやりやいたわりの気持ち
を育む
②高齢者との交流活動
　・学校行事（運動会や文化祭等）における高齢者との交流
　・総合的な学習の時間（昔の知恵や遊びの教授、公民館を訪問でのボランティア活動や交流活動、老人ホームを訪問してのふ
れあい活動等）等における高齢者との交流

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

３　高齢者
①高齢者の人権の尊重

施策名 ○学校教育における高齢者との世代間交流等を通じた高齢者についての理解の促進

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①道徳教育の充実
　・道徳科及び道徳の時間における指導の充実
　「父母、祖父母への尊敬」に関した内容を扱った授業で、尊敬や感謝の気持ち、高齢者に対する思いやりやいた
わりの気持ちを育む
②高齢者との交流活動（コロナの収束状況では変更あり）
　・学校行事（運動会や文化祭等）における高齢者との交流
　・総合的な学習の時間（昔の知恵や遊びの教授、公民館を訪問でのボランティア活動や交流活動、老人ホームを
訪問してのふれあい活動等）等における高齢者との交流

　各学校の年間指導計画や各種行事計画において、直接交流を図る計画であったが、中止を余儀な
くされた。しかしながら、ＩＣＴ等の活用等、新しい生活様式の中で高齢者との交流の仕方を各学校
で工夫して取り組んでいる。

Ｃ

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。
【その他】コロナ禍での交流活動はできないと思いますが、祖父母だけでなく地元の高齢者も子どもた
ちを見守っていてくれることを伝えてください。

担当課回答

高齢者と直接ふれあう機会は減少していますが、ＩＣＴを活用するなど、リモートでつないだ交流などが検討でき
ると思われます。各学校では工夫を行いながら、感染対策等を十分に行い、できうる形で交流を図っています。高
齢者を含めた地域の思いを総合的な学習の時間に学ぶことなど、高齢者が健康で生きがいを持って安心した自
立的な生活ができる社会作りをしていこうとする態度の育成を図っています。

R2(2020)
年度事業実績

①道徳教育の充実
　・道徳の時間では、小学校、中学校ともに学習指導要領に示されている内容「主として集団や社会
　　とのかかわりに関すること」での「父母、祖父母への尊敬」に関連した内容を行っている。そこで
　　は、祖父母への尊敬や感謝、高齢者へのいたわり等の気持ちを育めるような資料を扱い、高齢
　　者の人権尊重の高揚を図った。
②高齢者との交流活動
　・運動会や文化祭などが中止もしくは保護者、来賓を含む地域に関わる人を呼ばずに実施するなど
　　縮小実施になったため、残念ながら、交流は深まらなかった。しかしながら、総合の時間に地域の
　　方の思いを学ぶなど、コロナ禍でもできることを模索している。
　・総合的な学習の時間を中心として、地域や学校の実態に応じた取組が特色として継続的に行われ
　　ている。実際の交流の機会は減ってしまったが、ＩＣＴ等を効果的に用いた学習により、コロナ禍
　　であっても高齢者に対する気づきや学びは進み、尊敬のおもいや感謝の気持ちを持つことがで
　　きた。

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

コロナ禍での実施は、児童生徒・教職員の感染防止はもとより、持病を抱える高齢者には危険が伴
うため中止としなければならない行事は増えた。しかしながら、形を変え、新しい方法で交流を図り
工夫しながら、学びを進めているところは肯定的にとらえるべきである。

人権視点

43 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



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

44

事　業　の　内　容

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①パンフレットの作成・配布
②行政テレビ及びおーラジでの制度のお知らせ放送
③小山市広報(7月号)及びホームページへの掲載
④健康診査・歯科健診・人間ドックの受診啓発
　年2回（４月・8月）の健診受診券、歯科健診受診券の発送
　人間ドック・脳ドック助成申請受付：令和３年3月
　健診受診者は定期預金金利を上乗せする「健康サポート定期」の実施による受診啓発

R2(2020)
年度事業計画

①パンフレットの作成・配布
②行政テレビ及びおーラジでの制度のお知らせ放送
③小山市広報(7月号)及びホームページへの掲載
④健康診査・歯科健診・人間ドックの受診啓発
　年2回（6月・8月）の健診受診券、歯科健診受診券の発送
　人間ドック・脳ドック募集：令和2年3月
　健診受診者は定期預金金利を上乗せする「健康サポート定期」の実施による受診啓発

R2(2020)
年度事業実績

①パンフレットの作成・配布
　１）「後期高齢者医療制度のお知らせ」　A3版　26,000部
　２）「後期高齢者医療制度のご案内」　小冊子 　22,000部
　３）「基準収入額適用申請のご案内」　　A3版　　1,000部
②行政テレビ放送
　「後期高齢者医療制度・保険料について」（６月2１日～6月末）
　おーラジ放送
　「後期高齢者医療制度について」（10月19日）
　「人間ドック助成制度について」（3月９日）
③小山市広報（7月号）及びホームページへの掲載
　「後期高齢者医療制度・保険料について」
④健康診査・歯科健診・人間ドックの受診啓発
　「健康のしおり」全戸配布
　１）健康診査受診者数　　　   5,056人
　２）歯科健診受診者数　　　　 　　158人
　３）人間ドック等費用助成者数　324人

執行額（千円）
①
１）広域連合予算
２）広域連合予算
３）　　　　　　 3２

④
１）　33,961
２）　　　 700
３）　　6,480

審議会委員
意見

【要望】今後、高齢者医療介護費の増額は明らかです。健康増進課や高齢生きがい課、生涯スポーツ
課、民間の運動指導員等と連携をとり、元気で活動できる高齢者が増えることを目指してほしいです。

担当課回答

　人生100年時代を見据え、高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するため、後期高齢
者の保健事業について、介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保健事業を一体的に実施する取組みを、令
和3年度から開始します。関係所属と連携して高齢者の健康に関する実態を把握し、高齢者の特性に合わせた重
症化予防の保健指導や介護予防の支援を図ってまいります。

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

高齢者人口が年々増加している中、広報や行政テレビ、おーラジ放送等を活用し、制度をわかりやすく説明することで理解を深
めていただくよう努めている。保健事業については、疾病の早期発見、重症化予防のため健康診査、人間ドック等助成事業を実
施しており、広報や受診券送付による受診勧奨をしている。令和2年度の健康診査については、新型コロナウイルス感染症拡大
の影響による緊急事態宣言発令に伴い一時休止したが、宣言解除後は新型コロナウイルス感染予防対策を講じて、概ね計画通り
実施できた。

人権視点 栃木県後期高齢者医療広域連合で作成された小冊子等、イラストや文章の表現におい
て、年齢や人種、性別に偏りがないよう配慮されているものを活用している。

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　　　　　　　　

３　高齢者
①高齢者の人権の尊重

施策名 ○後期高齢者医療制度の周知及び理解の促進

44 担当課・係 国保年金課　後期高齢者医療係　（菅原　直幸・溝口　利恵）



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

45

審議会委員
意見

①個別課題を抽出し必要な支援を実施
・総合相談件数　延）9,7７７件
・権利擁護に関する相談件数 延）５９１件、　対応件数 延） ３１０件

②地域ケア会議（個別 １３回・圏域３回）

執行額（千円）
165,324

②高齢者の尊厳の確保

施策名
○地域の中核的機関である「地域包括支援センター」の機能強化
○包括的かつ継続的なサービス体制の構築

45 担当課・係 高齢生きがい課　地域支援係　（柏崎　昌男・桑原　洋子）

Ⅱ　人権に関する課題ごとの施策に関する基本的事項　　　　　　　　
３　高齢者

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

　高齢者サポートセンターを市内に6か所設置し、地域の高齢者が住み慣れた地域で自分ら
しく住み続けられるよう多職種による地域ケア会議を開催し、必要な支援方法の検討を行
う。
　また、地域の見守り体制や地域に必要な資源の開発につなげる。
①高齢者サポートセンターによる総合相談、実態把握による個別課題の抽出
②高齢者サポートセンターごとの地域ケア会議（個別・圏域）の開催）

R2(2020)
年度事業実績

様式１号

【確認】小山市支え合い推進補助金の申請状況を教えてください。補助金の申請は自治会単位でない
と受け付けないのでしょうか。ボランティア団体からでも申請は可能ですか。
【確認】サポートセンターの増設について説明してください。

担当課回答

 小山市支え合い推進補助金のR2年度の申請状況は３１件になります。ボランティア団体等へは住民主体で結成された介護予
防等に取り組む団体に、立ち上げ及び運営に必要な経費の一部を補助する「小山市地域介護予防等支援補助金制度」により支
援を行っているため、当補助金の申請は自治会単位で行なっております。また、高齢者サポートセンターは平成28年度に小山
地区が増設され、さらに「高齢者サポートセンター地域型」を支援するための基幹型である「高齢者サポートセンター小山総合」
が行政とよりタイムリーに情報共有や連携をとれるよう、令和2年度より小山市健康医療介護支援センターから中央市民会館
へ移転を行いました。これからも必要な支援が行えるよう環境整備を図ってまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①高齢者サポートセンターを市内に6ヶ所設置：地域の高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられる
ように必要な支援を行う。
②高齢者サポートセンターごとに、地域ケア会議（個別・圏域）の開催。

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

高齢者サポートセンターによる総合相談、実態把握により、必要な支援を行うとともに個
別ケアを活用し地域のネットワークの構築を行うことで高齢者が住み慣れた地域で暮らし
続けられるような支援を心がけることが出来た

人権視点 当該事業の実施にあたって、窓口応対、相談、訪問による支援、介護予防教育などの際、
社会的身分・門地・人種・民族・性別・障がいの区別なく、全ての　人を尊重し相手の立場
に配慮して業務を行うことができた。

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　

人権課題
施策の方向　

事業番号

46

46 担当課・係 高齢生きがい課　在宅医療介護連携係　（柏崎　昌男・江田　沙恵）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①小山市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会にてネットワーク構築の推進および虐待防止
　に関する住民啓発
②認知症サポーター養成講座(初級版・上級版）の開催
③認知症相談の実施
④認知症カフェの開催および運営支援
⑤成年後見制度利用支援事業の活用促進

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　　　　　　　　

３　高齢者
②高齢者の尊厳の確保

施策名
○「高齢者虐待防止ネットワーク」の設置
○高齢者の尊厳の保持及び安心した生活の確保
○成年後見制度の利用促進

R2(2020)
年度事業実績

①小山市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会を新型コロナ感染症対策
防止のため書面にて開催。関係者間で情報の共有及び虐待防止の対策に
ついて検討。また虐待に関するリーフレットを班内回覧して住民へ啓発を
行った。さらに、地域包括支援センターの社会福祉士と連携し民児協定例
会において虐待に関する研修会を行った。
②認知症サポーター養成講座について初級版を４回８７名・上級版１回15
名に実施。認知症に関する啓発活動を行った。
③認知症相談について実１２３件、延べ１５５件について実施し、認知症の
本人やその家族の相談に応じた。
④認知症カフェ（オレンジカフェ）は新型コロナ感染症対策の中止となっ
た。
⑤成年後見制度についての出前講座を3団体６０名に実施。成年後見に関
するパンフレットを１３００部配布し広く周知を行った。(社協委託）

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
認知症に関する様々な啓発活動を行うことにより高齢者虐待につながりやすい
認知症の理解を促すことにつながった。

人権視点 認知症の方やその家族の方、高齢者の被虐待者や養護者に対して、高齢者の尊厳を守
り安心した生活の確保を図れるよう、「高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会」の開催や、認知症
サポーター養成講座等を実施することで環境整備に努めた。また、判断能力の不十分な高齢者の権
利を守り、契約や財産管理などで不利益を受けないよう「成年後見制度」の周知を図った。Ａ

審議会委員
意見

【確認】認知症サポーター養成講座(初級版・上級版）は受講資格があるのですか。
【確認】高齢者が安心した生活を確保するために、新型コロナウイルスの影響による「新たに必要な施
策」と「強化すべき部分」を説明してください。

担当課回答

　認知症サポーター養成講座初級版の受講資格は、市内在住または在勤の方となっております。また上級版の受
講資格は初級版を修了している市内在住・在勤の方です。
　新型コロナウイルスの影響による「新たに必要な施策」は、三密を避けるという観点からZoomなどWebを利用
した講座の開催も視野に入れる必要があると考えます。また、「強化すべき部分」ですが高齢者虐待を防止するた
め、認知症についての基本的な知識を得た上で認知症本人の気持ちを理解し対応法を考えることについて、特に
情報提供してまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①小山市高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会にてネットワーク構築の推進および虐待
  防止に関する住民啓発
②認知症サポーター養成講座(初級版・上級版）の開催
③認知症相談の実施
④認知症カフェの開催について検討
⑤成年後見制度利用支援事業の活用促進



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

47

担当課・係 社会福祉協議会　地域福祉係　（中田　精一・藤田　馨子）

②高齢者の尊厳の確保

施策名
○高齢者の尊厳の保持及び安心した生活の確保
○成年後見制度の利用促進

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　　　　　　　　

３　高齢者

審議会委員
意見

【確認】日常生活自立支援事業を解約している方がいるが、施設入所のためなのでしょうか、本人の意
向によるものでしょうか。
【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。

担当課回答

①解約理由について
令和2年度解約件数１１件のうち、死亡７件、本人申出による自己管理２件、本人申出による親族管理１件、成年後
見制度への移行１件となっており、例年死亡による解約が最も多い。
②新型コロナウイルスの影響による新たな施策や強化すべき部分について
日常生活自立支援事業の担当職員全員が新型コロナウイルスに感染した場合を想定し、利用者に生活費を遅延な
く届けられる体制を整える必要がある。

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

専門職等を交えた成年後見制度推進に関する検討委員会を開催し、成年後見制度の推進を含めた
小山市における権利擁護支援体制の整備について十分な検討ができた。新型コロナウイルス感染
対策に留意しながら、被後見人や利用者への支援が滞らないように事業を継続することができた。

人権視点

R2(2020)
年度事業実績

①支援を必要とする高齢者等への総合的相談事業
・総合相談件数：３５８件（高齢者及び障がい者等混在）
②成年後見制度利用支援事業（受託）
・成年後見制度に関する相談人数：73人（高齢者25人、障がい者28人、その他20人）
・成年後見制度に関する相談支援件数：361件（高齢者、障がい者混在）
・小山市長による成年後見申立件数：１件（高齢者）
・親族等申立支援件数（親族等申立により後見人等が選任された件数）：４件（高齢者3件、
　障がい者１件）　・後見人等報酬助成件数：２件（高齢者２件）、申立費用助成件数：０件
③法人後見事業
・新規受任件数：１件（高齢者）　　・受任中件数：４件（高齢者2件、障がい者２件）
④市民後見推進事業（受託）
・権利擁護あんしんサポートブック配布部数：1,300部
・思いつむぎノート配布部数：500部　　・出前講座：　3団体　60名受講
・成年後見制度推進に関する検討委員会の開催（３回）
⑤あすてらす おやまにおける日常生活自立支援事業の適正な実施
・令和2年度末契約者数：１０１名（認知症高齢者60名、障がい者41名）
・令和2年度新規契約者数：１２名（認知症高齢者8名、障がい者４名）
・令和２年度解約者数：１１名（認知症高齢者９名、障がい者２名）
・相談件数：3,777件　・支援件数：1,689件（高齢者、障がい者混在）

執行額（千円）
①心配ごと相談
　事業　1,328
②成年後見制
　度利用支援事
　業　　1,456
③法人後見事
　業
④市民後見推
　進事業　９１８
⑤あすてらす
　おやま
　　　　18,259

新型コロナウイルスに関する情報の入手や理解、認識が困難な利用者も多いため、理解しやすいよ
うに工夫しながら情報提供や感染防止のための注意喚起を繰り返し行うことができた。また、関係
者からの相談時には、判断能力が低下しても本人の意思を尊重する必要があることについて理解
していただけるよう働きかけた。Ｂ

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①支援を必要とする高齢者等への総合的相談事業
②成年後見制度利用支援事業（受託）
③法人後見事業
④市民後見推進事業（受託）
⑤あすてらす おやまにおける日常生活自立支援事業の適正な実施ができるように支援する

47

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①支援を必要とする高齢者等への総合的相談事業：多様な相談に対し、他の相談機関と連携を図りながら総合的な相談対応を
実施する。
②成年後見制度利用支援事業（受託）：制度の利用が必要な方が、適切に利用できるように支援する。
③法人後見事業の適正な実施：管理体制を強化しながら、社協が後見人としての活動を行うことで被後見人等が安心して生活
できるように支援する。
④市民後見人の推進（受託）：成年後見制度やあすてらす等の権利擁護に関する普及啓発活動を行うとともに、小山市における
権利擁護支援体制の整備を本格的に行っていく。
⑤日常生活自立支援事業（あすてらす）の適正な実施：本人の意思を尊重しながら、判断能力に不安があっても住み慣れた地域
で安心した生活を送ることができるよう支援する。



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

48

○高齢者の雇用の場を確保するための啓発活動の推進

人権視点 就職支援活動実施の際に人種や性別に偏りが無いように配慮した。

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。
【提案】高齢者の雇用支援の場としてNPO法人で活動している団体への働きかけを行っても良いので
はないでしょうか。

担当課回答

　高齢者においてはインターネットを活用したセミナー等への参加は難しく従来の対面による説明会や
相談会が有効であることから、コロナ対策に万全を期して開催できるよう図ります。また、栃木県が行
う就業支援事業とも連携しながら事業を展開します。

R2(2020)
年度事業実績

ハローワーク小山と連携し、小山地区雇用協会の事業として県南地区雇用
開発セミナーや高齢者を含めた雇用促進等の啓発を１１月に行う予定でし
たが、新型コロナ感染拡大防止の観点から開催を見送りました。
なお、ハローワーク小山にて就職支援活動は随時行いました。

48 担当課・係 工業振興課　工業振興係　（若林　俊也・藤平　享克）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

・小山地区雇用協会としての企業への啓発
・ハローワーク小山での就職支援

執行額（千円）
150

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ

当初予定していた事業の一部が実施に至らなかったため。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

・小山地区雇用協会としての企業への啓発
・ハローワーク小山での就職支援

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　　　　　　　　

３　高齢者
③自立支援と生きがいづくりの推進

施策名



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

49

人権視点 事業実施の際に人権尊重の視点に配慮することができた。また相手の立場に配慮して業
務を行った。

Ｂ

49 担当課・係

○シルバー人材センター　会員数(R3.3月末)…587人
　　　受注件数…4,079件　受注額…267,168,823円
　広報6・11月号にあわせてチラシ配布、チラシ・ポスターを課窓口に設置。センターへの補
助金の交付。
　○思桜会（老人クラブ）育成事業　単位老人クラブ…114クラブ　会員数…4,145人
　活動内容…グラウンドゴルフ、自治会活動の手伝い、除草ボランティア等
　新規結成奨励祝金（20,000円）１クラブ、若手会員奨励金（30,000円）１クラブ、
　育成奨励祝金（10,000円）３クラブ
○友愛サロン事業
　実施団体…7３サロン　登録者数…2,5７３人　活動回数…各団体で月2回～
　活動内容…茶話会、輪投げ、グラウンドゴルフ、カラオケ他
○シルバー大学校　第4２期入学者…０人（新型コロナウイルスにより募集中止）
　同窓会小山支部会員…１８６人
　同窓会支部事業への実施協力
　※新型コロナウイルスのため市長講話会は中止
○生き生き好齢者育成支援推進
　広報での応援窓口の周知
　生き生き好齢者応援WEBサイト及び、応援窓口の設置・運営（利用件数４，２０４件）
　※新型コロナウイルスのためセミナーは中止

執行額（千円）
○シルバー人材
　センター補助
   　　　 16,302
○老人クラブ
　連合会
　　　　　　6,085
　単位　  7,060
　新規結成奨励
　祝金交付　 20
　若手会員奨励金
　　　　　　　　　30
　育成奨励祝金
　交付    　　　30
　友愛サロン助成金
　交付    2,940
○生き生き好齢者
　　　　　　　　253

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

○シルバー人材センター事業の広報・啓発
○思桜会育成事業の実施
○友愛サロン事業
○シルバー大学校入学募集及び同窓会の支援
○シニア世代の社会参加活動促進に関する広報・啓発

R2(2020)
年度事業実績

③自立支援と生きがいづくりの推進　

施策名

高齢生きがい課　生きがい推進係　（柏崎　昌男・中田　ゆり）

自己評価の理由

Ｃ

生き生き好齢者育成支援推進事業では、サイトや窓口により高齢者の社会参加活動についての情報発信等を
行うなど、高齢者の知識や経験、興味、能力を活かして、自己実現できる機会の拡大につなげることができた。
※新型コロナウイルスの影響によりシルバー大同窓会市長講話や生き生き好齢者セミナー等を中止とした。

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　　　　　　　　

３　高齢者

○高齢者の社会活動への参加促進

審議会委員
意見

【確認】思桜会と友愛サロンの関係性を教えてください。
【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。
【要望】高齢者の社会参加の中に自治会活動の手伝いがあります。自治会活動の目的の中に地域での子育てもありますが、子育ては親と学校が行
うものとなっているようで、地域の大人が子育てに係るケースが殆どありません。高齢者の経験を生かして地元の子ども達との関わりが持てれば
互いに良い関係が築けるのではないでしょうか。子育ての目標に異年齢との関わりの大切さがあり、それは高齢者にも良い刺激になると思いま
す。

担当課回答

　「友愛サロン」は、自宅から歩いて行ける場所に気軽に集い、協働で活動内容を企画する自由な交流活動となっており、思桜会会員が主催するも
のですが、「思桜会」と異なり会員以外の方も参加可能な活動となっております。
　新型コロナウイルスの影響による「新たに必要な施策」として、「新しい生活様式」を取り入れた活動についての情報提供を行っておりますが、地
域のつながりや交流を維持するために、コロナ禍でも実施可能な活動方法について検討していく必要があると考えます。また、「強化すべき部分」
として、各事業の実施においては、感染防止対策を十分に行ったうえでの実施を徹底します。
　市の地域福祉計画におきましても多世代交流の推進が求められておりますが、思桜会活動やシルバー大学校卒業生の活動では、小学校登下校見
守り・地域のお祭りの手伝い・昔遊び体験などの活動を実施しており、引き続き多世代交流の充実に努めてまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

○シルバー人材センター事業の広報・啓発
○思桜会育成事業の実施
　老人クラブ活動及び会員加入促進を図るため、新規結成奨励祝金、若手会員奨励金、会員加入増育成奨励祝金を交付。
○友愛サロン事業
　地域の高齢者が気軽に集い交流を図る友愛サロン事業を実施する老人クラブに対し活動助成金を交付。
○シルバー大学校入学募集及び同窓会の支援
○シニア世代の社会参加活動促進に関する広報・啓発
　生き生き好齢者応援サイト、生き生き好齢者応援窓口を設置・運営し、シニア世代の社会参加活動に関する情報発信・相談を
行う。セミナーを開催し社会参加に対する意識付けを行う。

第一次評価
(自己評価）

事業実績
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人権課題
施策の方向　

事業番号

50

50 担当課・係 高齢生きがい課　高齢支援係　（柏崎　昌男・布施　由弘）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①ケアマネージャーをはじめ市内6か所の高齢者サポートセンター職員、リハビリテーション専門職等
と連携し、高齢者が住みやすい生活環境の確保に関する個別の相談に適切に対応する。
②窓口において要介護認定を新規に申請する方、申請代行するケアマネージャーや初めて介護保険で
住宅改修を行う施工業者等に対し、住宅改修及び福祉用具制度についてパンフレット等を活用し、より
分かりやすく周知・説明し、個別のニーズに適したサービス導入についての相談に対応する。

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　　　　　　　　

３　高齢者
④高齢者に配慮した生活環境の確保

施策名
○高齢者が安心して暮らすことのできる住宅の確保
○居住環境改善のための相談・助言・情報提供

R2(2020)
年度事業実績

①高齢者が住みやすい生活環境の確保
地域包括ケア推進課（現高齢生きがい課）の窓口及び高齢者サポートセン
ター窓口等において、高齢者の住まいに関する情報提供や個別に相談支
援を行った。
②介護保険制度利用の相談支援　地域包括ケア推進課（現高齢生きがい
課）の窓口において、介護保険制度を利用した手すりの取り付け、段差の
解消などの住宅改修や腰掛便座、入浴補助用具などの福祉用具購入の各
種サービスについて、要介護認定を新規に申請する方、申請代行するケア
マネジャー、初めて介護保険で住宅改修を行う施工業者等にパンフレット
等を用いながら分かりやすく相談支援を行った。

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

Ｂ

　地域包括ケア推進課（現高齢生きがい課）、高齢者サポートセンター、ケアマネジャー等のほか、住
宅改修及び福祉用具の各事業者との連携により、利用者の方に介護保険制度をより分かりやすく
説明し、円滑なサービスの利用が可能となるように相談支援を行うことができた。

人権視点 　事業実施にあたっては、窓口及び電話相談等の際に、社会的身分・門地・人種・民族・性
別・障がいの区分なく、すべての人を尊重し相手の立場に配慮して業務を行った。

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「新たに必要な施策」や「強化すべき部分」を説明してください。
【提案】地域連携型の介護が求められています。独居老人は施設等の支援は必要としないが普段の生活で困っていることもあります。マンパワーを
目的とした地域のボランティア会の存在もありますが、個人情報やプライバシーの問題等により介入できない部分があります。お手伝いをしようと
する場合に一般のボランティアとして介入できることや、してはいけないことについて示していただき、社会福祉協議会と連携して地域のボラン
ティアに協力を求めるというのはいかがでしょうか。

担当課回答

　新型コロナウイルス感染症の影響による「新たに必要な施策」としては、要介護認定申請など窓口に来なくても
申請を可能とするオンライン申請の導入が考えられます。また、「強化すべき部分」については、訪問及び対面によ
る相談の場合、感染防止対策を徹底した上で、必要最低限の人数と時間で実施することを強化してまいります。
友愛訪問事業により、老人クラブ及び自治会ボランティア会が活動主体となり、75歳以上の一人暮らし高齢者を
対象に月2回程度訪問し、安否や生活状況等を確認するとともに話し相手となり交流を図っております。ご提案に
ありますボランティアができる範囲について、今後社会福祉協議会と検討してまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）をはじめ市内6カ所の高齢者サポートセンター職
員、リハビリテーション専門職等と連携し、高齢者が住みやすい生活環境の確保に関する個
別の相談に適切に対応する。
②窓口において、要介護認定を新規に申請するする方、申請を代行するケアマネジャー、初
めて介護保険で住宅改修を行う施工業者等に対して、住宅改修及び福祉用具購入などの各
種介護保険サービスについて、パンフレット等を活用し、より分かりやすく周知・説明し、個別
のニーズに適したサービスの導入についての相談に対応する。



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

51

建築課　建築第一係　（細島　譲・中島　勝）

【確認】建築基準としてバリアフリー住宅、バリアフリー化への改修工事、障がいの種別や重症度に応じての基準や参考となるビ
フォーアフター等を備えてありますか。またその基準に準じた施工ができる建築業者をリスト化して如何なるケースにも対応で
きる体制を作ってください。ノウハウを持っている建築業者はありますが、直接依頼をするには金銭面で敷居が高く感じる受
容者が多いのが現状です。
【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。

R2(2020)
年度事業計画

①市営住宅高齢者・障がい者対応改修工事（年１戸改修目標）
②日常の窓口相談(住宅リフォーム相談等)

R2(2020)
年度事業実績

事　業　の　内　容

①市営住宅高齢者・障がい者対応改修工事（年１戸改修目標）
　・扶桑市営住宅25号棟520号室
　　扶桑市営住宅6号棟300号室
　　建築
　　１．部屋間の段差解消（台所、和室）
　　２．手摺設置
　　設備
　　使い易い機器（スイッチをワイドスイッチへ交換）
②日常の窓口相談(住宅リフォーム相談等)
　　相談件数　17件（リフォーム補助に関すること　12件）
　　　　　　　　　　　　 (外壁改修に関すること　　　　 　5件）

執行額（千円）
①建築工事
　　1,107.48

④高齢者に配慮した生活環境の確保

施策名
○高齢者が安心して暮らすことのできる住宅の確保
○居住環境改善のための相談・助言・情報提供

51 担当課・係

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　　　　　　　　

３　高齢者

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

市営住宅の改修において、高齢者・障がい者の安全性・利便性を考慮して、部屋内部の改修及び機
器等の更新を行い、バリアフリー化を実施。利用者の安全性・利便性の向上を図ることができた。
住宅リフォーム相談においては、多くの方々に対応することができた。

高齢者・障がい者対応住宅については、概ね計画通りに実施されたため、高齢者が安心して暮らす
ことができる住宅を確保できました。
住宅リフォーム相談については、高齢者・障がい者の方からの問い合わせはなかったため、求めら
れている居住環境改善のための相談・助言はできませんでした。

人権視点

Ｂ

担当課回答

バリアフリー化への改修工事について、障がいの種別や重症度に応じた基準は「高齢者・障がい者等の円滑な移
動等に配慮した建築設計標準（著：国土交通省）」を参考に備えています。また、その基準に準じた建築業者のリス
ト化については、工事入札資格者名簿（建築一式）を参考にします。
新型コロナウイルスの影響による対策については、新たに設置する手すりやスイッチに抗菌作用のある素材を使
用したものを使う等、住宅内での感染予防の強化に努めます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①市営住宅高齢者・障がい者対応改修工事（年１戸改修目標）

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

52

担当課回答

　【高齢者見守り訪問事業協力事業者】定期的な訪問活動を行い、通常営業活動時において、高齢者の異変を発
見できることが可能な事業者と協定を締結し、見守りの体制を構築しております。（郵便局など協定締結事業者
12社）【民生委員による見守り活動】高齢者の見守り・安否確認等を行いながら必要に応じて専門機関へ繋いだ
り、福祉サービスの情報提供を行い、安心して暮らせるよう相談・支援をしています。また、新型コロナウイルス感
染症による影響については、できる限り対面による接触を減らすため、住宅改修等の相談は電話、メール、郵送対
応とし、申請は郵送も可とするなど、感染拡大防止の対策を講じております。

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

・既存ストックの有効活用を図る支援策
①住宅改修費の支給：手すり取付や段差解消等の小規模な改修工事に対し、限度額20万円の9割、8
割または7割を支給。
②福祉用具購入費の支給：県指定の特定福祉用具業者から入浴補助用具等を購入した場合、年間10
万円までの9割、8割または7割を支給。
③居住環境の改善状況や事業所の対応状況を調査するため、サービス利用者宅を訪問調査する現地
調査を実施、併せてサービスに対する満足度等に関するアンケート調査を実施する。

R2(2020)
年度事業実績

①住宅改修費の支給
・要介護者（要介護１～５）に対する支給　237件　24,251,911円
・要支援者（要支援１・２）に対する支給　172件　18,427,133円
②福祉用具購入費の支給
・要介護者（要介護１～５）に対する支給　315件　9,612,226円
・要支援者（要支援１・２）に対する支給　136件　3,499,640円
③現地調査及びアンケート調査
・現地調査件
・アンケート調査　500件発送306件回収
※現地調査については、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、
訪問実績なし。

執行額（千円）
①住宅改修費
　409件
　　　42,679
②福祉用具購
　入費
　451件
　　　13,112

④高齢者に配慮した生活環境の確保

施策名 ○居住環境改善のための福祉用具や住宅改修の普及、支援サービスの提供

52 担当課・係 高齢生きがい課　高齢支援係　（柏崎　昌男・布施　由弘）

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　　　　　　　　

３　高齢者

Ｒ3(2021)
年度事業計画

・既存ストックの有効活用を図る支援策
①住宅改修費の支給：手すり取付や段差解消等の小規模な改修工事に対し、限度額20万円の9割、8
割または7割を支給。
②福祉用具購入費の支給：県指定の特定福祉用具業者から入浴補助用具等を購入した場合、年間10
万円までの9割、8割または7割を支給。
③居住環境の改善状況や事業所の対応状況を調査するため、サービス利用者宅を訪問調査する現地
調査を実施、併せてサービスに対する満足度等に関するアンケート調査を実施する。

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

①②適正な保険給付サービス（住宅改修費及び福祉用具購入費の支給）による高齢者に配慮した生活環境の確
保、高齢者の自立支援や介護者の負担軽減に資することができた。③居住環境の改善等を確認するための現
地訪問については、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、実績なし。住宅改修及び福祉用具につい
ての満足度等のアンケートを実施し、サービスの質の向上を図った。

人権視点 　事業実施にあたっては、窓口及び電話相談等の際に、社会的身分・門地・人種・民族・性
別・障がいの区分なく、すべての人を尊重し相手の立場に配慮して業務を行った。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】独居老人等に対して生活状況の変化、身体活動の変化、買い物や日々の生活（ゴミ出し・掃除・
入浴・食事等）の変化に気付き迅速に対応できる体制は整っていますか。
【確認】新型コロナウイルスの影響による「傾向と対策」を説明してください。



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

53

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　　　　　　　　

４　障がい者
①障がい及び障がい者に対する正しい理解の促進

施策名 ○障がいや障がい者に対する正しい理解を深めるための事業の推進

53 担当課・係 福祉課　障がい支援係　（池澤　信行 ・ 古谷野友紀子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①福祉まつりを道の駅思川とイオン小山店で開催し、市内の授産施設で生産した物を店頭販売するこ
　とで、障がい者への理解と就労支援をＰＲする。イオン小山店では、春と夏と冬に３回（計6日間）開催
　する予定である。
②市役所ロビーにおいて、障がい者施設が授産品を販売し、地域との交流及び働く障がい者、福祉的
　就労施設への理解を促進する。
③健康都市おやまフェスティバルへ参加し、市内の授産施設のパネル展示や授産品の販売を行い、障
　がい者に対する理解を深める。
④障がい者団体が主催する障がい者作品展示会を支援し、障がいに対する理解および地域社会との
　交流を進める。

R2(2020)
年度事業実績

①福祉まつりを開催し、障がい者への理解と就労支援をPRした。　4回（8日間）
　 道の駅思川　　予定３回→中止
　 イオン小山店　　6/29・30、 9/26・27、 11/14・15、 3/27・28　４回開催

②庁舎で就労支援施設が授産品販売し、障がい者の理解と就労支援をPRした。
　 市役所本庁ロビー販売　　中止
　 保健福祉センター　４～２月は中止
　　　　　　　　　　　　　　３月　週３回（月・火・金）11:00～13:00
　　　　　　　　　　　　　　　　　　就労支援施設が順番で販売（12回）

③健康都市小山フェスティバルへ参加し、授産施設のパネル展示や授産品の販売を通し障
　がい者に対する理解を深めた。
　 令和2年10月25日（日）　健康医療介護総合支援センター

④小山市障がい者作品展示会　　中止

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

イオン小山店での「おやま福祉まつり」、保健福祉センターでの授産品販売により、障がい
者による授産品を広く周知することができ、地域との交流を通して障がい者や就労施設
に対する理解を促進することができた。

人権視点 コロナ禍でイベント活動の一部中止や授産品販売の自粛など制約が多くあったが、対策
を取ったうえで開催できた事業や授産品販売では、障がい者の地域活動の促進に寄与す
ることができた。

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】イオン小山店で販売ができたことはありがたいと思います。障がい者本人も店頭に立てるとよ
いと思います。

担当課回答

　「新たに必要な施策」や「強化すべき部分」について、授産品販売会場での新型コロナウィルス感染防止に努める
ため、市庁舎ロビー販売の会場に消毒液を設置し、購入に立ち寄られた方に手指の消毒をお願いする他、使用し
たトレー等備品の消毒を徹底するなど対策を講じた上で販売を行うよう運用を定めました。
福祉まつりでの授産品販売については、県や市の警戒レベルに注意を払いながら、今後もイオン小山店や道の駅
思川の会場で販売を実施できるよう調整を図ってまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①福祉まつりを道の駅思川とイオン小山店で開催し、市内の授産施設で生産した物を店頭販売するこ
　とで、障がい者への理解と就労支援をＰＲする。イオン小山店では、年３回（計6日間）開催する予定で
　ある。
②市役所ロビーにおいて、障がい者施設が授産品を販売し、地域との交流及び働く障がい者、福祉的
　就労施設への理解を促進する。
③健康都市おやまフェスティバルへ参加し、市内の授産施設のパネル展示や授産品の販売を行い、障
　がい者に対する理解を深める。
④障がい者団体が主催する障がい者作品展示会を支援し、障がいに対する理解及び地域社会との交
　流を進める。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

54

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　　　　　　　　

４　障がい者
②自己決定・自己選択の支援

施策名

ア．相談支援及び情報提供機能の充実

○障がい者マネジメントの充実及び相談支援体制の強化

54 担当課・係 福祉課　障がい支援係　（池澤　信行 ・ 古谷野友紀子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

小山市障がい児者基幹相談支援センターに相談支援員を配置し、障がい者及びその家族等
からの相談に対し、情報提供、紹介、助言等を行うとともに、関係機関との連携により障がい
児者の日常生活を支援する。

R2(2020)
年度事業実績

小山市障がい児者基幹相談支援センター（保健福祉センター１階）
(委託先)障がいを専門分野とする　社会福祉法人 ２法人
　　　　　　　　　　　　　　　　医療法人 ２法人    計４法人
専門相談員　４名体制

年間相談人数(延べ)　1,236人
指定特定相談支援事業所の質の向上を図るために、下記のとおり開催した
　　事例検討会　　毎月開催予定→中止
　　　　　　　　　　　　参加者：指定特定相談支援事業所１６ヵ所
　　情報交換会　　 年１回開催
　　　　　　　　　　　　参加者：市内障害児福祉サービス提供事業所
　　　　　　　　　　　　　　　　　 指定特定相談支援事業所
                       　　内　容：児童虐待と療育について

執行額（千円）
委託費
　　　36,000

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ａ

当課で受理した困難ケースと併せて、指定特定相談支援事業所から寄せられる困難ケー
スが増え、助言、指導等が求められることが多く、当該センターの必要性は高い。

人権視点 障がい者本人の自己決定や自己選択の支援強化のためには、障がい福祉サービス等の計画を作成
する相談支援専門員の知識の向上や、同業者や福祉サービス提供事業所等との関係性の向上が求
められる。コロナ禍の中予定通りに開催はできなかったが、増加する障がい児福祉サービス提供事
業所と相談支援事業所の交流会が行えたことは評価できる。Ａ

審議会委員
意見

【確認】自己選択の支援強化を行う上で、各事業所で設けている生活のスケジュールや団体生活をする
際の決まりごと等について、利用者の意思意向の確認がとれる体制ができていますか。
【確認】改正した障害者差別解消法の「合理的配慮の義務化」について、担当課としての見解を説明し
てください。

担当課回答

　自己選択、本人意思の確認については、計画案作成時、サービス利用開始時、モニタリング時、更新時等の支援内容について
ご本人からのサインをいただく仕組みとなっています。またサービス利用開始時及び更新時には本人に関わる担当者（支援者）
会議を開催し、本人の特性等に添った支援内容の確認をしています。意思疎通の難しい方の意思決定支援については今後もス
キルアップを図っていく必要があると考えます。
「合理的配慮の義務化」については、平成28年の法改正に基づき、同年12月に小山市として対応要領を定め、庁内に周知して
おりますが、今後も職員及び障がい福祉サービス実施事業所等に対し、周知・啓発に取り組んでまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

小山市障がい児者基幹相談支援センターに相談支援員を配置し、障がい者及びその家族等からの相
談に対し、情報提供、紹介、助言等を行うとともに、市内相談支援事業所の中心機関として困難事例や
複雑な事例について助言するなど、関係機関との連携により障がい児者本人の自己決定や自己選択
も含めた日常生活を支援する。



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

55

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　　　　　　　　

４　障がい者
②自己決定･自己選択の支援

施策名

ア．相談支援及び情報提供機能の充実

○保健・医療・福祉の連携による早期発見・早期療育、予防意識の啓発、リハビリテーション体制の整備
○障がい者のニーズに応じた情報提供機能の整備

55 担当課・係 福祉課　障がい支援係　（池澤　信行 ・ 古谷野友紀子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①乳幼児二次健診で障がいが疑われる児童のカンファレンスに参加し、早期に実態把握と
支援を実施する。
②障がい福祉サービスを利用する障がい児者にサービス等利用計画を作成する相談支援専
門員を、栃木県と連携し養成する。

R2(2020)
年度事業実績

①毎月第1火曜日の乳児二次健診を行っているが、新型コロナウィルス感染拡大防
　止の観点から、カンファレンスの開催は中止であった。書面で健診結果を把握す
　ることで適切な支援につながるように努めた。

②毎年、県が実施している相談支援従事者初任者研修へ市内相談支援専門員が受
　講する予定であったが、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、研修会そ
　のものの開催が中止となった。

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

Ｂ

　障がい児者のニーズの多様化や、問題の複雑化、早期療育につながることによるサービス利用者
の増加等の理由により、市内の相談支援専門員の数が十分ではない中、県の研修が中止となった
ことで、円滑・早期サービスの利用につなげられない事態が発生している可能性がある。

人権視点 児童発達支援や放課後等デイサービスは「障がい児」に対する支援の一部と位置付けられており、
乳幼児健診(二次検診)で療育をすすめられた保護者が福祉課に手続きに来た際に「障がい児」と
いう文字を見、困惑する場面がある。本人の発達に見合った必要な療育サービスにつながるよう引
き続き配慮が必要である。Ｂ

審議会委員
意見

【確認】事業実績の評価はBではなくC若しくはDではないのでしょうか。円滑・早期サービスの利用につなげられない事態が発
生している可能性があると思うのですが。新型コロナウイルスの影響があったとしてもカンファレンスは中止にせず何か方法が
あったはずです。令和3年度事業計画にもあるようにカンファレンスの重要性を念頭においてください。
【要望】現場で相談にあたる職員の方は大変だと思いますが、障がい者本人と家族の心理面への支援をお願いします。

担当課回答

二次検診時のカンファレンスは健康増進課で実施していましたが、令和２年度中はコロナ感染拡大防止の観点か
ら最小限の人数で開催されていたため、福祉課は参加せず、カンファレンスの結果を紙面でいただき事態を把握
し、詳細な確認が必要な場合は健康増進課へ照会したうえで、早期に対応するようにしておりました。事業実績の
記載内容から誤解を生じさせてしまい、申し訳ありませんでした。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①カンファレンスも含め、乳幼児健診担当課(健康増進課)との情報共有を適宜行い、適切に早期療育
　につながるよう、実態把握を行い、相談支援専門員等関係機関とも連携し支援を実施する。
②障がい福祉サービスを利用する障がい児者にサービス等利用計画を作成する相談支援専門員を、
　栃木県と連携し養成する。



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

56

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　　　　　　　　

４　障がい者
②自己決定・自己選択の支援

施策名

イ．権利擁護の促進

○「あすてらすおやま」が行う「日常生活自立支援事業」の普及・啓発と事業への支援
○成年後見制度への的確な対応

56 担当課・係 福祉課　障がい支援係　（池澤　信行 ・ 古谷野友紀子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①知的、精神障がい者で、配偶者もしくは4親等以内の親族がいないか、音信不通の場合
　で、後見人選定の必要性を市長が認めた時申立人保護のための申立費用を支出する。
②小山市障がい児者基幹相談支援センターの相談業務、障がい者を対象として弁護士に
　よる「法律相談」の中で、「あすてらす」の利用、成年後見制度を周知し権利擁護の推進を
　図る。
③リーフレット・パンフレットを福祉課に置き、必要に応じて関係機関に繋げる。

R2(2020)
年度事業実績

①令和２年度について、実績なし。
②「法律とこころの相談」（弁護士及び精神保健福祉担当保健師）
　　　　毎月第１木曜日年間７回実施（予約制）
　　　　相談者：男３名　女８名　計１１名
　　　　相談内容：離婚５件、清算手続き４件、医療過誤１件、
　　　　　　　　　　保険会社の対応について１件
③パンフレット・リーフレットを窓口に設置、相談があった際に説明・配布した。

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

Ａ

「法律とこころの相談」は、夫婦間トラブルや多重債務により追い詰められている方への
フォローとして機能している。

人権視点 知的、精神障害者の方の権利擁護の為、制度の周知をさらに進める必要がある。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】事業実績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

「法律とこころの相談」は、上記R２年度事業実績に記載のとおり実施しており、その相談内容は、夫婦間トラブル、
借入金の債務整理のほか、医療過誤、保険会社への対応に関する相談が寄せられました。この相談事業は、弁護
士同席のもと実施しており、相談者は直接専門的な見地からの助言や提案を聞くことができるため、相談後には
不安が軽減し、対応方針などアドバイスを受けることで安心することができた、との声を多くいただいておりま
す。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①知的、精神障がい者で、配偶者もしくは4親等以内の親族がいないか、音信不通の場合で、後見人選
　定の必要性を市長が認めた時申立人保護のための申立費用を支出する。
②小山市障がい児者基幹相談支援センターの相談業務、障がい者を対象として弁護士による「法律相
　談」の中で、「あすてらす」の利用、成年後見制度を周知し権利擁護の推進を図る。
③リーフレット・パンフレットを福祉課に置き、必要に応じて関係機関に繋げる。



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

57

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　　　　　　　　

４　障がい者
②自己決定・自己選択の支援

施策名

イ．権利擁護の促進

○「あすてらすおやま」が行う「日常生活自立支援事業」の普及・啓発と事業への支援
○成年後見制度の的確な対応

57 担当課・係 社会福祉協議会　地域福祉係　（中田　精一・藤田　馨子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①あすてらすおやまが行う日常生活自立支援事業の適正な実施
　　・福祉サービス利用援助・日常的金銭管理サービス・書類等預かりサービスを通して、判断能力に不安があっても、住み慣れ
た地域で安全で安心して生活することができるように支援する。
②あすてらすおやまと成年後見制度に関する普及啓発活動の実施
　　・『権利擁護あんしんサポートブック』や『思いつむぎノート』の配布と、出前講座の開催を通して、あすてらすおやまと成年後
見制度の普及・啓発活動を行う。
③支援を必要とする障がい者等への総合的相談事業の実施
　　・成年後見制度を含む多様な相談に対し、他の相談機関と連携を図りながら、総合的な相談対応を実施する。

R2(2020)
年度事業実績

①あすてらすおやまが行う日常生活自立支援事業の適正な実施
・令和2年度末契約者数：101名（障がい者41名、認知症高齢者60名）
・令和２年度新規契約者数：12名（障がい者4名、認知症高齢者８名）
・令和２年度解約者数：11名（障がい者２名、認知症高齢者９名）
・相談件数：3,777件　・支援件数：1,689件（障がい者、高齢者混在）
②あすてらすおやまと成年後見制度に関する普及啓発活動の実施
・権利擁護あんしんサポートブック配布部数：1,300部
・思いつむぎノート配布部数：５００部
・出前講座：３団体　60名受講
③支援を必要とする障がい者等への総合的相談事業の実施
・総合相談件数：３５８件（障がい者及び高齢者混在）

執行額（千円）
①②
あすてらすおや
ま　　18,259
市民後見推進
事業　　　918
③心配ごと相談
事業  1,328

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

総合的な相談機関として、関係機関との連携を図りながら対象者の状況に応じて柔軟に
相談に対応し、適切に支援することができた。コロナ禍における周知活動については、出
前講座のような集合型以外にも積極的に行っていく必要がある。

人権視点 新型コロナウイルスに関する情報の入手や理解、認識が困難な利用者も多いため、理解し
やすいように工夫しながら情報提供や感染防止のための注意喚起を繰り返し行うことが
できた。また、関係者からの相談時には、判断能力が低下しても本人の意思を尊重する必
要があることについて理解していただけるよう働きかけた。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】今後の傾向と対策を説明してください。
【要望】思いつむぎノートはあくまでもエンディングノートの延長であり、遺言のような法的効力はあり
ません。そのことを理解しないと新たな紛争の種になるので、適切な指導をお願いします。

担当課回答

①今後の傾向と対策について
　ワクチンの接種状況により、今後は集合型の講座の申込みも増加することが見込まれているが、広報誌やSNS等を積極的に活用しあ
すてらすや成年後見制度、市民後見についての普及啓発を行っていきたい。
②法的効力がないことについて
　エンディングノートと遺言書を混同してしまう方がおられることは認識している。思いつむぎノートの「活用のポイント」に法的効力は
ないことを記載しており、出前講座等で配布する際には必ず説明している。引き続き混同されないように注意喚起を行っていく。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①あすてらすおやまが行う日常生活自立支援事業の適正な実施：本人の意思を尊重しながら、判断能
　力に不安があっても住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるよう支援する。
②あすてらすおやまと成年後見制度に関する普及啓発活動の実施：市民向けだけでなく、関係機関に
　対しての普及啓発活動を積極的に実施する。
③支援を必要とする障がい者等への総合的相談事業の実施：多様な相談に対し、他の相談機関と連携
　を図りながら総合的な相談対応を実施する。



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

58

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　　　　　　　　

４　障がい者
②自己決定・自己選択の支援

施策名

ウ．障がい者虐待の防止

○障がい者の人権について正しい理解を深め、虐待を防止するための啓発活動の推進

58 担当課・係 福祉課　障がい支援係　（池澤　信行・ 古谷野友紀子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

窓口に虐待防止リーフレットを設置、配布及び福祉施設等関係機関へ虐待防止通知等を通
じ、虐待の防止を図る。

R2(2020)
年度事業実績

・虐待防止のリーフレットを窓口に設置。
・虐待に関する相談・通報・届出に対し、いつでも対応可能な体制を維持
　していた。
　　　養護者による虐待通報２件
　　　障がい者施設による虐待通報15件
　　　使用者による虐待通報1件
　　　メールによる匿名相談15件

執行額（千円）
一時保護預かり
委託料
337,500円

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ａ
虐待の通報が複数寄せられたことから、障がい者虐待の防止に関する関心が高
まっている。

人権視点 障がい者の虐待を未然に防ぐため、リーフレット配布のほか関係機関に直接通
知するなど、複数の方法で周知を図ることができた。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】事業実績と人権視点の自己評価を「A」とした理由を詳しく説明してください。
【要望】虐待防止のポスターやリーフレットの啓発掲示を医療機関・介護施設・福祉施設・障がい者施設
等、虐待防止について当然知るべき施設や機関へも配布をお願いします。

担当課回答

虐待に関する通報及び相談があった件数が年間３３件と多く寄せられたことから、障がい者虐待の防止について
関心が高まり、意識が広く浸透してきたと感じられたこと、及び、周知についてもリーフレット配布で広い範囲の
方の目に留まる方法で行ったほか関係機関に直接通知を行い啓発することができたことから、自己評価をAとし
ました。なお、寄せらせた相談に対しては、上記記載のとおりいつでも対応する体制を整えており速やかに対応し
ております。
また、より効果的に周知を図れるよう啓発掲示物の配布範囲拡大を検討してまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

窓口に虐待防止リーフレットを設置、配布及び福祉施設等関係機関へ虐待防止を通知等に
より周知し、虐待の防止を図る。



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

59

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　　　　　　　　

４　障がい者
③雇用・就業の促進と社会参加の支援

施策名
○障がい者雇用拡大に向けた啓発活動及び就労支援対策の充実
○余暇活動の普及や地域活動を通した交流など地域の一員として暮らすための支援

59 担当課・係 福祉課　障がい支援係　（池澤　信行・古谷野友紀子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①小山市生産活動連絡協議会の活動を支援し、働く障がい者の工賃アップと販売の促進を支援する。
②障がい者スポーツ大会：小山市の障がい者団体(12月)や県(9月)が主催する障がい者スポーツ大会
　を支援して、障がい者の健康増進と機能の向上を図るとともに障がいに対する理解および地域社会
　との交流を進める。
③親子水泳教室を開催し、身体機能の回復、強化、親子の触れ合い、障がい者の余暇活動の充実を図る。
④障がい者作品展示会：障がい者団体が主催する障がい者作品展示会を支援し、障がいに対する理解
　および地域社会との交流を進める。

R2(2020)
年度事業実績

①イオン小山店での「福祉まつり」
　（実施日：6/29、6/30、9/26、9/27、11/14、11/15、3/27、3/28）
　障害者優先調達法に基づく市関係各課、施設の事業での授産品活用を通じて、
　工賃アップ、就労支援対策を実施した。
②新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、障がい者スポーツ大会は中止となっ
　た。
③新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、親子水泳教室は中止した。
④小山市障がい者作品展示会（新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）
　　　開催場所：道の駅思川小山評定館
　　　開催日程：令和３年2月15日、2月16日

執行額（千円）
令和2年度
優先調達実績
　　　　1,387

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症拡大防止のため、予定していた事業のほとんどが中
止となったため。

人権視点 実施できた事業については、参加者の障がいに配慮し、適切に実施されたため。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】令和3年3月に障害者の法定雇用率が変わりました。担当課としての見解を説明してください。
また、小山市役所と教育委員会の障害者雇用率を教えてください。
【その他】新型コロナウイルスの影響もありましたが、今後は障がい者のための特別な事業ではなく、社
会参加がノーマルになるような環境になるよう望みます。

担当課回答

福祉課では、障がい者総合支援法の自立支援給付にもとづく就労移行支援(就労を希望する方に概ね2年間の期
間を設定し、一般企業への就労に向け必要な知識・能力の訓練を行うサービス)を行っており、このサービスを通
して障がい者の方の就労を支援してまいります。
小山市役所職員（教育委員会を除く）の障がい者雇用率は、職員課に確認したところ2.49%（教育委員会含む）で
した。法定雇用率が2.60％であることから、令和3年度中に法定雇用率を達成できるよう努めてまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①小山市障がい者生産活動協議会の活動を支援し、働く障がい者の工賃アップと販売の促進を支援す
る。
②障がい者スポーツ大会については、新型コロナウイルス感染症の状況をみて今後検討する。
③障がい者作品展示会：障がい者団体が主催する障がい者作品展示会を支援し、障がいに対する理解
及び地域社会との交流を進める。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

60

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　　　　　　　　

４　障がい者
③雇用・就業の促進と社会参加の支援

施策名
○障がい者雇用拡大に向けた啓発活動及び就労支援対策の充実
○余暇活動の普及や地域活動を通した交流など地域の一員として暮らすための支援

60 担当課・係 福祉課　障がい福祉係　（池澤信行・岩崎裕昭）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

〇障がい者に対して福祉タクシー助成券を交付したり、移動支援サービスを実施し、地域で
の活動を支援する。

R2(2020)
年度事業実績

下記の障がい者に対して福祉タクシー助成券を交付した。

　・対象者
　　　身体障害者手帳 1級 2級の交付を受けている方
　　　療育手帳の交付を受けている方
　　　精神障害者手帳 1級 2級の交付を受けている方

　・令和２年度タクシー券利用件数　　21,697件

執行額（千円）
15,103

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ
コロナの影響によりタクシー券の利用件数は例年よりも減少している。

人権視点 障がいにより外出が困難な方にタクシー券を交付することによって外出を促進
することにより、障がい者の社会参加を支援することが出来た。

Ａ

審議会委員
意見

【要望】タクシー券のＰＲを引き続きお願いします。

担当課回答

【要望】小山市の広報やホームページを通じて、PRに努めてまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

〇障がい者に対して福祉タクシー助成券を交付したり、移動支援サービスを実施し、地域で
　の活動を支援する。



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

61

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　　　　　　　　

４　障がい者
④障がい者に配慮した生活環境の確保

施策名

ア．暮らしやすい住宅環境の整備

○在宅生活支援サービスの充実と民間福祉施設等の充実・整備

61 担当課・係 福祉課　障がい福祉係　（池澤　信行・岩崎　裕昭）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

〇重度の身体障がい者の日常生活を容易にするために、住宅設備の改修に要する経費の一
部を援助する。（所得制限あり）

R2(2020)
年度事業実績

下記の障がい者に対して住宅改修の補助を実施した。
　・対象者
　　　下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運
動機能障害(移動機能障がいに限る)を有する者であって障がい等級3級
以上の者、難病患者で下肢又は体幹機能に障がいのある者

　・住宅改修件数　　4件

執行額（千円）
1,611

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ
介護保険が優先されるため適用件数は少ない。

人権視点 在宅の重度身体障がい者の住宅環境を整備し、日常生活を容易なものとする。

Ａ

審議会委員
意見

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

〇重度の身体障がい者の日常生活を容易にするために、住宅設備の改修に要する経費の
　一部を援助する。（所得制限あり）



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

62

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　　　　　　　　

４　障がい者
⑤特別支援教育の充実

施策名
○児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対応した教育の充実
○障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が可能な限りともに学ぶ仕組み（インク
　ルーシブ教育システム）の構築

62 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特別支援教育サポーター配置事業
②特別支援教育コーディネーターの指名（各校１名）
③特別支援教育のための校内委員会の設置
④個別の教育支援計画の作成
⑤特別支援教育に係る研修の開催

審議会委員
意見

【確認】特別支援教育サポーター、特別支援教育コーディネーターの配置等、職員の人数は十分足りていますか。
定数で教員の数が決められているとは思いますが、市独自で対応ができれば良いのではないでしょうか。
【確認】障害者差別解消法が改正し、合理的配慮が義務化されたことについて学校教育課としての見解を説明し
てください。

担当課回答

・市独自で配置している特別支援教育サポーターの人数は現在55名ですが、十分であるとは言えない状況です。
各学校からは、特別支援教育サポーターを配置してほしいという要望が出ていますので学校の状況を確認しなが
ら対応していきます。特別支援教育コーディネーターは、教員を複数配置するなど、学校によって対応していま
す。
・合理的配慮については、本人・保護者からの意思の表明に基づき、学校と家庭が建設的対話を重ねながら、合意
形成を図った上で内容を決定していきます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①特別支援教育サポーター配置事業
②特別支援教育コーディネーターの指名（各校１名）
③特別支援教育のための校内委員会の設置
④個別の教育支援計画の作成
⑤特別支援教育に係る研修の開催

R2(2020)
年度事業実績

①特別支援教育サポーター配置事業
　・特別支援教育サポーターの配置人数は、前期33校53名、後期33校55名
  　特別支援学級の児童生徒だけでなく、通常学級における特別な支援が必要な児
　　童生徒の支援にもあたり、教育の一層の充実を図っている。
②特別支援教育コーディネーターの指名（各校1名）
　・全小・中・義務教育学校36校にコーディネーターの指名があり、校内の特別支援
　　教育の進行、調整役として充実を図っていた。
③特別支援教育のための校内委員会の設置
　・全小・中・義務教育学校36校で校内委員会が開催され、児童生徒のよりよい支
　　援について協議が行われた。
④個別の教育支援計画の作成
　・全小・中・義務教育学校36校において、個に応じた支援方法や合理的配慮を考
　　え、作成された。
⑤特別支援教育研修、自主参加型の希望研修（教室でできる特別支援教育）の開催
　・一人一人の教育的ニーズに対応した支援を行えるよう研鑽を積んだ。

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

Ｃ

　特別支援教育サポーターを配置し、個に応じた指導体制を整えたり、児童生徒の学校生活におけ
る安全を確保したりした。また、各学校に特別支援教育コーディネーターを指名し、校内の機能充実
を図った。教員の資質向上のため、さらに研修内容を充実させていく。

人権視点 　各学校では、障がいの有無にかかわらず、全ての児童生徒に対する個に応じた指導・支
援の充実に努めている。

Ｂ


