
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

63

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。

担当課回答

〇市職員を対象にした研修で人を集めて行うものは、会場での検温・消毒などの感染対策を講じて実
　施してまいります。
〇運動団体が開催する研修については、オンラインのものを中心に参加して、市職員の同和問題の理
　解を進めてまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①同和問題の正しい理解促進：市ホームページでの啓発活動
②運動団体等と連携した相談・啓発の実施
　　・各種研修会、講演会への参加
　　・相談事象の解決
③人権啓発活動の実施
　　・人権意識の高揚を通じての同和問題への理解促進
④生涯学習課、職員研修所と連携した職員研修の実施

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

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ
運動団体が開催する研修会が新型コロナウイルスのため中止となり、市職員の
同和問題に対する理解を促進する機会が少なかった

①同和問題の正しい理解促進：市ホームページにおける啓発及び相談窓口の案内
②運動団体等と連携した相談・啓発の実施：生活相談員による相談の実施　件数1件
　・部落解放愛する会県連研修会への市職員の参加（11/19～20） 日光市：5名
　･NPO人権センターとちぎ主催「ヒューマンライツセミナー」への市職員の参加　6名
　　11/26「米軍が最も恐れた男カメジロー不屈の生涯」の映画鑑賞
④生涯学習課、職員研修所と連携した職員研修の実施
　　・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事業
　②運動団体主催の研修
　　・部落解放愛する会栃木県連合会主催「人権講演会」
　　・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）
　③人権啓発活動（街頭での啓発チラシの配布）
　③特定職業従事者人権研修会（人権推進課主催）

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すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育・人権啓発の推進
ア．人権啓発の推進

５　同和問題

事　業　の　内　容

執行額（千円）
参加負担金等
　　　　　　　　19

施策名 ○市民が同和問題を正しく理解し、自らの課題として取り組んでいくことができるような人権啓発の
　推進
○各種広報媒体の活用や講演会等の開催及び企業・団体が実施する研修への資料等の提供･講師派遣

63 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）

R2(2020)
年度事業計画

①同和問題の正しい理解促進：市ホームページでの啓発活動
②運動団体等と連携した相談・啓発の実施
　　・各種研修会、講演会への参加
　　・相談事象の解決
③人権啓発活動の実施
　　・人権意識の高揚を通じての同和問題への理解促進
④生涯学習課、職員研修所と連携した職員研修の実施

R2(2020)
年度事業実績



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

64

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　　　　　　　　

５　同和問題
①すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育・人権啓発の推進

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｄ

　計画されていた多くの研修が新型コロナにより中止となった。新採職員研修と初級職員研修のみ
の実施となった。多くの参加者にとって、同和問題についての学習の機会が少なかったため、貴重
な研修の機会となった。

人権視点 　同和問題を人権教育における重要な人権問題の一つとして位置づけ、研修では、多くの時間を使
い、同和問題についての正しい知識を伝え、理解を促した。また、差別されながらも後世で多くの人
から評価させる功績を残した人物を紹介し、明るい展望がもてるような内容も取り入れた。さらに
インターネットによる部落差別も取り上げ、正しい知識をもつことの大切さについて考える内容と
した。

Ａ

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

人権推進課、こども課、職員研修所、学校教育課と連携して実施
①同和問題研修
　保育所における人権研修会　　※新型コロナウィルスの感染拡大のため実施期日は未定
②同和問題に関わるその他の研修
　　4月17日　小山市係長級職員研修　 　※新型コロナウィルスの感染拡大防止のため中止
　　7月　2日　小山市（下野市、野木町職員含む）新採職員研修
　　8月26日　小山市（下野市、野木町職員含む）初級職員研修
　　中学校ブロック人権研修

R2(2020)
年度事業実績

①同和問題研修
　保育所における人権研修会　　※新型コロナのため中止

②同和問題に関わるその他の研修
　　4月17日　小山市係長級職員研修　 　※新型コロナのため中止
　　7月　2日　小山市（下野市、野木町職員含む）新採職員研修　59名
　　8月26日　小山市（下野市、野木町職員含む）初級職員研修　77名
　　中学校ブロック人権研修　7月31日　美田中ブロック研修　　60名

執行額（千円）

施策名

ア．人権啓発の推進

○市民が同和問題を正しく理解し、自らの課題として取り組んでいくことができるような人権啓発の推進
○各種広報媒体の活用や講演会等の開催及び企業・団体が実施する研修への資料等の提供、講師派遣

64 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

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

人権推進課、こども課、職員研修所、学校教育課と連携して実施
①同和問題研修
　保育所における人権研修会　　※新型コロナウィルスの感染拡大のため実施期日は未定
②同和問題に関わるその他の研修
　　4月１９日　小山市係長級職員研修
　　7月　７日　小山市（下野市、野木町職員含む）新採職員研修
　　8月１８日　小山市（下野市、野木町職員含む）初級職員研修
　　中学校ブロック人権研修



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

65

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

　 学校教育では、人権尊重の教育を基盤に据え、同和問題を重要な人権問題の一つとして位置付
けている。教育活動全体を通した人権教育を推進するとともに、教職員一人一人の資質向上に向
けた研修をとおして指導方法の改善・充実を図っている。

人権視点 　 人権教育主任研修会は、学校全体における人権教育の推進に向け、年度当初に実施する計画で
あったが、コロナ禍のため集合型の実施は中止せざるを得なかった。県と市の作成資料を配付する
ことで、人権教育に関する資質向上に努めた。夏休み以降の研修については、事業計画通りに実施
することができた。

65 担当課・係 学校教育課　教育研究所　教育研究係　（増渕昌幸・長嶋裕子）

Ｂ

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①小・中・義務教育学校における直接的指導（主に社会科授業）
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・中学校教員4名
　・会場：小山市教育研究所　年間9回
　・共感的理解を図る指導や明るい展望のもてる指導の在り方の研究・発信
③各教科等人権教育研修会（8月小山市・11月下都賀地区）での研修　36名

R2(2020)
年度事業実績

①小・中・義務教育学校における直接的指導（主に社会科授業）
　　・人権教育主任研修会（5月12日）
     ※新型コロナ感染症のため、集合型研修は実施しなかった。
　　　　研修会で使用予定であった県作成資料・市作成資料を配付し、
　　　　啓発を図ることで、人権教育に関する職員の資質向上に努めた。
②小山市教育研究所所員(学習内容及び資料、指導方法の研究・開発)
　　・小・中学校教員4名による年間9回の研修。
      共感的理解を図る指導や明るい展望のもてる指導の在り方につい
　　　ての研究を進め、啓発用機関誌にまとめ、発信した。
③各教科等人権教育研修会
　　・小山市人権教育研修会(8月5日)
　　　「各教科等における直接的タイプの授業のポイント」に絞った講話を
　　　　行い、実践授業の指導案づくりに関する協議をとおして、人権教育
　　　　の実践に向け、指導方法の充実を図った。
　　・下都賀地区人権教育研修会（１１月１７日）
　　　直接的指導タイプの授業について、各学校の実践事例をもち寄り、
　　　班別協議をとおして、職員の指導力の向上を図った。

執行額（千円）

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。

担当課回答

・新型コロナウイルス感染症に関連する差別や偏見について、適切な行動をとることができるよう、指導すること
が求められています。感染者、濃厚接触者、医療従事者、社会機能の維持に従事する方々等やその家族に対する
誤解や偏見に基づく差別は許されません。差別や偏見は、見えないウイルスへの不安から生じると考えられます。
それらの不安を解消するためにも、新型コロナウイルス感染症に関連する差別等に限らず、他の人権問題と同様
に、正しい情報を得ること、悪い情報ばかりに目も向けないこと、差別的な言動に同調しないことが大切であるこ
と等を、発達段階に応じて、指導していくことが重要であると考えております。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①小・中・義務教育学校における直接的指導（主に社会科授業）
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・中学校教員4名
　・会場：小山市教育研究所　年間9回
　・共感的理解を図る指導や明るい展望のもてる指導の在り方の研究・発信
③各教科等人権教育研修会（8月小山市・11月下都賀地区）での研修　36名

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　　　　　　　　

５　同和問題
①すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育・人権啓発の推進

施策名

イ．人権教育の推進

○同和問題を人権教育における重要な人権問題の一つとして位置づけた教材の開発や学
　習内容・指導方法の改善、充実



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

66

審議会委員
意見

【確認】小山南高校の人権学習会の内容を説明してください。

担当課回答

確認：「より良い人間関係を築くために」をテーマに、自他を尊重できるアサーティブなコミュニケーションについ
てのワークショップを行いました。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①集会所講座の開催及び各集会所の開講式に合わせ人権学習会を実施。
　　・実施期間　4月～７月　　　・対象者　市民　　　・内容　健康体操・フレッシュ体操他
②出前講座（さわやか人権学習会）　等の実施
　　 実施日　年間随時
　　 対象者　高齢者学級・家庭教育学級等・教職員・市職員・児童生徒・保護者等
③集会所サークル活動参加者への人権学習の実施
　　 4集会所2サークルで実施予定

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｄ

　集会所事業は、新型コロナにより中止になった。出前講座、各種研修では、同和問題をはじめとす
る様々な人権問題を取り上げ、正しい知識をもつことの大切さや、思い込みに気付くことの大切さ
について考えることを重視し、研修を実施した。

人権視点 　研修会では、ワークショップや映像資料の活用、身近な話題の提示など、研修への参加意欲を喚
起できるよう学習方法の工夫に努めてきた。公民館での研修の機会を増やすため、社会教育指導
員と連携し、高齢者学級等に人権講座を位置づけてもらった。

Ａ

R2(2020)
年度事業実績

①集会所講座の開催及び各集会所の開講式に合わせ人権学習会を実施。
　　・実施期間　4月～11月　　・対象者　市民　　・内容　健康体操・フレッシュ体操他
　　※新型コロナにより中止
②出前講座（さわやか人権学習会）　等の実施
　　　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・団体における人権学習会
　　　　11/11　　保育所（園）・認定こども園職員研修　42名
　　　　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３回　78名
　　　学校における人権学習会
　　　　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　　　　　　 　301名　　　　　計759名
③集会所サークル活動参加者への人権学習の実施
　※新型コロナにより中止

執行額（千円）

施策名

イ．人権教育の推進

○同和問題を始めとする様々な人権問題に関する学習意欲の喚起、学習内容・方法の改善、充実
○公民館や集会所等の社会教育施設における事業の充実

66 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集会所講座の開催及び各集会所の開講式に合わせ人権学習会を実施。
　　 実施期間　　4月～11月　対象者　市民　内容　　　健康体操・フレッシュ体操他
②出前講座（さわやか人権学習会）　等の実施
　　 実施日　年間随時
　　 対象者　高齢者学級・家庭教育学級等・教職員・市職員・児童生徒・保護者等
③集会所サークル活動参加者への人権学習の実施
　　 4集会所2サークルで実施予定

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　　　　　　　　

５　同和問題
①すべての人の基本的人権を尊重していくための人権教育・人権啓発の推進



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

67

①えせ同和行為に対する相談　えせ同和行為の情報収集及び解決への支援
②えせ同和行為の対応についての啓発　対応マニュアル配布による啓発
③えせ同和行為が発生した場合、宇都宮地方法務局栃木支局への相談及び解決に向けた
　　対応

R2(2020)
年度事業実績

①えせ同和行為に対する相談　0件
②えせ同和行為の対応についての啓発
　　・えせ同和行為への対応についての啓発に関する冊子、パンフレット
　　　等を人権推進課カウンターに置き、同和問題の問い合わせに対応
　　・人権啓発パンフレット「同和問題と人権」(小山市作成）
　　・「同和問題の解決をめざして」(栃木県作成)
　　・「改めて同和問題（部落差別）について考えてみませんか」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（人権教育啓発推進センター作成）
③宇都宮地方法務局栃木支局への相談件数　案件なし

執行額（千円）

事　業　の　内　容
67 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）

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えせ同和行為の排除
５　同和問題

施策名
○広報による周知や企業・関係機関への啓発
○法務局や警察等の関係機関との連携

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①えせ同和行為に対する相談　えせ同和行為の情報収集及び解決への支援
②えせ同和行為の対応についての啓発　対応マニュアル配布による啓発
③えせ同和行為が発生した場合、宇都宮地方法務局栃木支局への相談及び解決に向けた
　対応

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ
えせ同和行為に関する相談は無かった。「えせ同和行為は同和問題の解決を阻
害する要因の一つである」との認識で、啓発や情報収集に努めている。

人権視点 えせ同和行為に関しては、新たな差別意識を生み出さないように取り組んでい
る。

Ｂ

審議会委員
意見

【要望】小山市内の企業等への実態調査を希望します。

担当課回答

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

68

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルス影響による「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。

担当課回答

　コロナ情勢により、情報弱者になりやすい外国人住民への情報発信及び偏見・差別防止の重要性が
高まった。したがって、「新たに必要な施策」として、職員だけでなく市民にも「やさしい日本語」講座を
実施し外国人への意識醸成を図る機会を作れるよう努める。「強化すべき部分」としては、やさしい日
本語と併せて多言語での情報発信を継続的に行い、コロナ感染防止を呼びかける。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①研修会等への参加
　　先進自治体・関係団体・栃木県などの主催する多文化共生に関するイベント・研修会・シンポジウム
　などに参加し、情報収集する。
②小山市国際交流協会主催の外国人も参加可能なイベント・講座の実施
　日本文化紹介、外国人との交流バスハイク、クリスマスパーティー・バス会員研修等
③小山市多文化共生社会推進計画内各種施策の実施（職員向け「やさしい日本語」活用講座開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（８月予定））

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①英訳広報の校正
　（秘書広報課からの依頼を受け、翻訳ボランティアが作成した広報小山の英訳版を校正。)
②研修会等への参加
　　先進自治体・関係団体・栃木県などの主催する多文化共生に関するイベント・研修会・シンポジウム
　などに参加し、情報収集する。
③小山市国際交流協会主催の外国人も参加可能なイベント・講座の実施
　日本文化紹介、外国人との交流バスハイク、クリスマスパーティー・バス会員研修等
④小山市多文化共生社会推進計画の実施

R2(2020)
年度事業実績

①英訳広報の校正
　秘書広報課からの依頼を受け、翻訳ボランティアが作成した広報小山の英訳版を
校正。

②研修会等への参加
　令和2年9月3日・4日実施　多文化共生実務者対応力向上研修会（栃木県国際交
流協会主催）
　令和2年12月9日実施　第８回なかの多文化共生フォーラム（明治大学主催）

③小山市国際交流協会主催の外国人も参加可能なイベント・講座の実施
　令和2年１１月２８日　実施　えいご・えのぐでエンジョイ
　令和2年１２月５日　実施　交流サイクリング
　令和2年１２月１９日　実施　親子でクリスマスオーナメント作り

④小山市多文化共生社会推進計画内各種施策の実施
　令和2年11月5日　職員向け「やさしい日本語」活用講座開催

⑤多言語情報配信アプリによる行政情報等の発信

執行額（千円）
③国際交流協会補
助金　　　　　240
外国人ふれあい子
育てサロン委託費
　　　　　　３，８９５

⑤アプリ運用費
　　　　　　　　４９５

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

　情報発信の際には、多言語だけでなく、「やさしい日本語」を活用して発信することも意識した。また、職員の
共生社会に対する意識付けの一環として、研修を実施することにも着手した。

人権視点 　広報小山の翻訳版（ポルトガル語・スペイン語・英語）を作成・校正する際には常に外国人が必要になる情報を意識し
て選択し限りある紙面の中でもより分かりやすく掲載することにより、外国人の各サービス利用と各事業への参加に
つなげている。日頃から、より多くの人々に外国語・異文化交流に興味を持っていただけるように、多文化共生に関す
る情報収集・情報発信・啓発活動を行い、各事業への参加者から感謝と好印象の言葉をいただくことができた。また、
小山市多文化共生社会推進計画を策定したことで今後の明確な事業展開へと繋ぐ基盤ができた。

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　　　　　　　　

６　外国人
①外国人の人権の尊重

施策名

ア．共生意識の醸成

○広報媒体等を活用した啓発活動の推進
○共生社会への理解を深めるための機会の拡充

68 担当課・係 国際政策課　多文化共生推進係　（日高　正展・木下　怜）



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

69

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスに関しての傾向と対策を説明してください。
【要望】紹興市等への中学生の派遣を再開した時、ホームステイ先が見つからず、ホテルなどに宿泊するようなことがないようにしてく
ださい。また、やむを得ずホテルに宿泊させる場合は職員や教員をつけてください。子どもの保護者の気持ちに配慮してください。
【評価】事業実績・人権視点ともBで良いかと思います。新型コロナウイルスの感染対策の周知と理解してもらうことは容易ではないと
思います。

担当課回答

新型コロナウイルスに関して、国や県の警戒レベルを基準とした感染対策を徹底し、参加者の安全を第
一に事業の実施や中止、延期、変更等を検討いたします。なお、姉妹友好都市の海外派遣については、
渡航によるリスクが非常に高いため、現地での感染状況や渡航の可否、他自治体の同事業の実施状況
等を考慮し慎重に判断いたします。また、中学生が派遣された際のホームステイについては、生徒の安
全を第一に考え、ホームステイやホテルでの宿泊について検討いたします。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①姉妹都市・友好都市との相互交流
　・ケアンズ市　両市長オンラインミーティング（6月）、オンライン姉妹都市締結15周年式典（8月）
　・紹興市　中学生同士の手紙交流（6月）
②小山市国際交流協会主催の事業
　・国際理解教室（市内の小中学校で開催。学校から依頼を受け、講師として、市内在住または勤務している外国人などを
   派遣する。国際理解の拡充に努める。）
　・外国語講座、世界の料理教室、交流バスツアー、日本文化紹介等
③小山市主催の事業
  ・市国際交流協会と連携した外国語講座・異文化理解講座等

R2(2020)
年度事業計画

①姉妹都市・友好都市との相互交流
　・小山市中学生ケアンズ派遣事業　・小山市中学生紹興市派遣事業　・小山市友好訪問団派遣事業
　・姉妹都市・友好都市からの訪問団受入れ
②小山市国際交流協会主催の事業
　・国際理解教室（市内の小中学校で開催。学校から依頼を受け、講師として、市内在住または勤務している外国人などを派遣する。
　　国際理解の拡充に努める。）
　・外国語講座、世界の料理教室、交流バスツアー、日本文化紹介等
③小山市主催の事業
  ・国際交流員による外国語講座・異文化理解講座等

R2(2020)
年度事業実績

①姉妹都市・友好都市との相互交流
・ケアンズ市
　中学生派遣は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止。
今後の交流を見据え、ケアンズ・ステイト・ハイスクールとの友好交流に関す
る覚書の更新を行った。
・紹興市
　中学生派遣は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止。
　オンラインによる紹興市友好交流都市大会参加。

②小山市国際交流協会主催の事業
　コロナ禍により、大規模な集客イベントは開催を見送った。その中でも、
日本人と外国人が触れ合えるイベントとして市内名所を巡る交流サイクリ
ングを開催した。

③小山市主催の事業
　県からの依頼を受け、国際交流員による国際理解講座を実施（小学校、
特別支援学校、高等学校　各1校計３校）。

執行額（千円）
②国際交流協会補
助金　　　　　240

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ

　今年度は新型コロナウイルス拡大の影響もあり、海外派遣事業は縮小を余儀なくされた
が、オンラインによる交流や支援物資の送付等交流を途切れさせない活動を行った。

人権視点 　国籍が異なる人々が一つのイベントを通してコミュニケーションを取ることで、お互いの
考えや文化を学ぶ一つのきっかけになったと考えられる。

Ｃ

６　外国人
①外国人の人権の尊重

施策名

イ．国際感覚豊かな人材の育成

○国際理解を深め国際感覚を養えるような各種講座等の開催
○国際理解に役立つ情報の提供

69 担当課・係 国際政策課　多文化共生推進係　（日高　正展・木下　怜）
事　業　の　内　容

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　　　　　　　　



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

70

審議会委員
意見

【確認】⑥コロナ感染防止連絡会議について説明してください。
【要望】多言語広報やコロナ感染防止連絡会議を活用し、外国人へのコロナ感染防止についての情報提
供や啓発を進めてください。

担当課回答

「コロナ感染防止連絡会議」は、県内のコロナ情勢として外国人クラスターが複数発生したとの知事発
表を受け、夏季休暇前の人流のさらなる加速を止めるため、外国人と関わりの深い団体（人材派遣会
社や飲食店等）に出席を依頼しました。情報共有を図り、外国人に対して感染対策を徹底していただく
よう情報発信に協力をいただくため実施に至りました。引き続き関係機関との連携を密にしながら感
染拡大防止策を講じていきます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①多言語での情報誌発行
②小山市国際交流協会の翻訳通訳部会、外国人ふれあい子育てサロン相談員、国際交流
　員へ、パンフレット等の翻訳を依頼し、情報提供に努める。
③各課からの依頼を受け、外国人への案内・通知等の翻訳・校正
④市民便利帳英訳版作成時の翻訳・校正
いずれも継続事業。

R2(2020)
年度事業計画

①多言語での情報誌発行
②小山市国際交流協会の翻訳通訳部会、外国人ふれあい子育てサロン相談員、国際交流
　員へ、パンフレット等の翻訳を依頼し、情報提供に努める。
③各課からの依頼を受け、外国人への案内・通知等の翻訳・校正
④市民便利帳英訳版作成時の翻訳・校正

R2(2020)
年度事業実績

①多言語での情報誌発行
　多言語広報の発行（英語、スペイン語、ポルトガル語：月１回）

②小山市国際交流協会の翻訳通訳部会、外国人ふれあい子育てサロン相
談員、国際交流員へ、パンフレット等の翻訳を依頼し、情報提供に努める。

③各課からの依頼を受け、外国人への案内・通知等の翻訳・校正
　令和２年度依頼実績：２７課　４５件

④多言語情報配信アプリによる行政情報等の発信

⑤市役所新庁舎移転に伴う、各課英語表記の作成

⑥市内主要人材派遣企業、学校、飲食店等とのコロナ感染防止連絡会議
　の開催

執行額（千円）
②外国人ふれあ
    い子育てサロ
    ン委託費
             3,895
　

⑤アプリ運用費
　　　　　　　４９５

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ａ

　外国人ふれあい子育てサロンの情報誌やパンフレット等を配布する際は、市内小中学校、保育所、市役所内多文化共生総合支
援センター、市民課、市民生活安心課、保健福祉センター、おやまーる、各出張所、生涯学習センター、勤労青少年ホーム、中央図
書館、外国人を派遣する企業、外国人が出入りする店舗等に配布することにより、外国人に情報提供することができた。その結
果、各事業・サービスに対して、外国人からの申し込みや問い合わせ等があった。

人権視点 　市内で多く使用される言語である、英語・スペイン語・ポルトガル語を中心に情報提供促
進に力を入れた。また、より多くの外国人住民の手に情報が届くよう、様々な施設への情
報展開という点を意識した。

Ａ

６　外国人
②市内在住外国人支援の充実

施策名

ア．外国人にもわかりやすい情報提供の促進

○各種行政サービスをはじめ生活に必要な情報の多言語による提供
○公共施設や案内板等の外国語表記の促進

70 担当課・係 国際政策課　多文化共生推進係　（日高　正展・木下　怜）
事　業　の　内　容

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　　　　　　　　



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

　 71

審議会委員
意見

【確認】相談の件数と内容、「傾向と対策」について説明してください。
【要望】新型コロナウイルスの影響によりますます相談件数が多くなると予想されることから、相談員の増員がさらに必要であると思い
ます。
【その他】スマートフォンやアイフォンで使える大変便利なアプリがあります。個人所有のデバイスを使うわけにはいかないと思います
が、外国人の方が自分で使っているケースもありますのでアプリの導入を勧めるのも良いと思います。

担当課回答

　令和２年度の相談人数はのべ3,417名で過去最多を更新しました。相談内容としては、諸証明（住民票や納税
証明書）の取得についてが最も多く、次いで年金や税金、社会保険医療等の順でした。比較的これは通常の傾向
ですが、コロナ禍が起因して、給付金や貸付金、コロナ関係の相談も非常に多かった。令和３年度は相談員（英語
担当）を１名増員し、日頃から情報習得を行い相談体制の充実を図るように努めていきます。
　また、タブレット端末が１台配備されており、翻訳アプリを活用しながら迅速な対応ができるよう進めています。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

○多文化共生総合支援センターにおいて、相談員が関係機関と連携をとりながら多言語による相談を
　実施していく。
　　1．適切な相談業務と相談体制の充実
　　　　相談窓口直通メールアドレスの新設、電話回線増設（４～５月）
　　2．相談窓口の広報・・・広報誌・ホームページ等への掲載（継続）
　　3．各種情報の提供等・・・関係機関との連携
　　４．相談員に対する各種研修（入管庁、市職員研修）への参加促進

R2(2020)
年度事業計画

○多文化共生総合支援センターにおいて、相談員が関係機関と連携をとりながら多言語による相談を
　実施していく。
　　1．適切な相談業務と相談体制の充実
　　　　国際交流協会や関係機関と連携した相談業務の更なる推進と、多国籍にわたる外国人相談者の
　　　受け入れ体制の充実を図っていく。
　　2．相談窓口の広報・・・広報誌・ホームページ等への掲載
　　3．各種情報の提供等・・・関係機関との連携

R2(2020)
年度事業実績

①多文化共生総合支援センターにおける、相談員・関係機関との連携に
　よる多言語相談の実施
　　1．適切な相談業務と相談体制の充実
　　　　年間相談件数：3,417件（過去最多）
　　　　相談員（英語）１名増員のための採用活動
　
　　2．相談窓口の広報・・・広報誌・ホームページ等への掲載、市内人材派
　　　　遣企業、学校等へのメーリングリストによる情報周知（計２０団体）、
　　　　相談員フェイスブックでの情報周知

　　3．各種情報の提供等・・・関係機関との連携（上記項目２と同様）
　　　　研修会等に参加
　　　　外国人相談窓口連絡会（入管庁主催）に計３回出席

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

　相談員が堪能な外国語で対応するほか、自動翻訳機を活用した相談者への適切な対応を図って
いる。また、関係機関と連携し、多言語化されたパンフレットを多く発行することで、相談員職員が
直接対応できない時でも、外国人の方が情報収集ができるよう取り組んだ。

人権視点 　プライバシーに配慮した相談環境の整備も重要であることから、入管庁の連絡会を積極
的に活用し、相談員としての意識付けを行った。

Ａ

６　外国人
②市内在住外国人支援の充実

施策名

イ．相談体制の充実

○複雑多様化する相談内容に対応できる相談体制の充実

71 担当課・係 国際政策課　多文化共生推進係　（日高　正展・木下　怜）
事　業　の　内　容

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　　　　　　　　



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

72

審議会委員
意見

【確認】今後、オンライン等の取り組みは検討していますか。また、予算についても説明してください。

担当課回答

　国際交流協会が行う日本語教室については現在オンラインで実施しているところです。講師だけで
なく生徒にもリモート環境に順応してもらうため少数での開催となっていますが、今後は全面的に募
集し、多くの外国人に参加してもらうことを計画しています。
　「外国人ふれあい子育てサロン」は市から協会への委託事業であり、人件費や事業費に充てられてい
ます。親子日本語教室は開催できませんでしたが、親子で交流できるイベント（クリスマスオーナメント
づくり等）は実施することができました。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①小山市国際交流協会主催の事業
　・日本語教室（外国人に日本語を教えるための教室を開催）
　・日本語教授法講座（日本語教室の指導者養成）
　・外国人ふれあい子育てサロン事業の親子日本語教室（小山市国際交流協会内外国人地域支援セン
　　ターが実施）
②栃木県国際交流協会主催の事業
　・日本語ボランティア情報交換会に市国際交流協会（ボランティア日本語講師）の会員が参加

R2(2020)
年度事業計画

①小山市国際交流協会主催の事業
　・日本語教室（外国人に日本語を教えるための教室を開催）
　・日本語教授法講座（日本語教室の指導者養成）
　・外国人ふれあい子育てサロン事業の親子日本語教室（小山市国際交流協会内外国人地域支援セン
　　ターが実施）
②栃木県国際交流協会主催の事業
　・日本語ボランティア情報交換会に小山市国際交流協会の会員が参加

R2(2020)
年度事業実績

①小山市国際交流協会主催の事業
　・日本語教室（外国人に日本語を教えるための教室を開催）
　 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止したが、一部オンライン
　で実施。

　・日本語教授法講座（日本語教室の指導者養成）
　　コロナ禍により中止。

　・外国人ふれあい子育てサロン事業の親子日本語教室（小山市国際交流
協会内外国人地域支援センターが実施）
　　コロナ禍により中止。

②栃木県国際交流協会主催の事業
　・日本語ボランティア情報交換会、研修に市国際交流協会の会員（ボラ
　　ンティア日本語講師）が参加。

執行額（千円）
①国際交流協会
補助金　　　 240
外国人ふれあい
子育てサロン委託
費
　　　　　3,895

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ

　日本語教授法講座、研修会、情報交換会等への参加を通して、教える側の技術の向上も図っている。
　外国人感染者の増加が報道されることによる影響が大きく、安全面を考慮した結果、多くの事業が中止と
なった。

人権視点 　各日本語教室においては、各講師が各生徒のレベルに合わせた指導を行い、やさしい日
本語でわかりやすい説明を心掛けている。また、随時問合せがあった場合、市国際交流協
会の日本語教室以外にも、市内のボランティアによる日本語教室も含めて外国人に紹介
しており、外国人にとって学習機会の情報が増え、参加しやすくなった。

Ｂ

６　外国人
②市内在住外国人支援の充実

施策名

ウ．日本語学習の促進

○日本語教室、外国人児童生徒適応指導教室の運営、外国人児童生徒指導員の派遣など、
　日本語を学習する機会の拡充

72 担当課・係 国際政策課　多文化共生推進係　（日高　正展・木下　怜）
事　業　の　内　容

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　　　　　　　　



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

73

審議会委員
意見

【確認】⑧「学びの学習」の取り組みについて、今後はリモートやオンラインでの開催を検討しています
か。

担当課回答

　令和元年度までは大学生ボランティアの熱心な協力もあり、毎年参加生徒が増加し、外国人生徒の
学力向上につながっていたことから、令和３年度は感染防止対策を講じながら再開を目指していま
す。教育総務課と連携しながら、１０月以降の土曜日に、これまでより大きな会場にて実施する方向で
検討しております。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①外国人児童生徒指導員の小・中学校への配置　　②外国人児童生徒支援員の小・中学校への配置
③外国人児童生徒支援員(通訳・翻訳）の小学校への配置
④「就学案内」「外国人のための就学ガイド」の配付による外国人への就学啓発
⑤外国人就学説明会（9月16日予定）の開催　　⑥就学予定児宅への家庭訪問
⑦外国人児童生徒適応指導教室の運営　　⑧外国につながる子どもの学習支援「学びの教室」の開催
⑨外国人児童生徒教育に携わる教員、指導員、支援員等を対象とした資質向上研修会の実施
⑩外国人児童生徒が多数在籍する学校への多言語翻訳機の配付（11台予定）

R2(2020)
年度事業計画

①外国人児童生徒指導員の小・中学校への配置　　②外国人児童生徒支援員の小・中学校への配置
③外国人児童生徒支援員(通訳・翻訳）の小学校への配置
④「就学案内」「外国人のための就学ガイド」の配布による外国人への就学啓発
⑤外国人就学説明会（9月24日予定）の開催　　⑥就学予定児宅への家庭訪問
⑦外国人児童生徒適応指導教室の運営　　⑧外国につながる子どもの学習支援「学びの教室」の開催
⑨外国人児童生徒教育に携わる教員、指導員、支援員等を対象とした資質向上研修会の実施

R2(2020)
年度事業実績

①外国人児童生徒指導員8名を、12の小・中学校への配置し、日本語指導や生活
　指導にあたった。
②外国人児童生徒支援員3名を5つの小・中学校への配置し、児童生徒支援や保護
　者との面談、家庭訪問等の支援を行った。
③外国人児童生徒支援員(通訳・翻訳）を３つの小・中学校への配置し、保護者への
　通訳や学校通知文書の翻訳、教育相談等の支援を行った。
④「就学案内」「外国人のための就学ガイド」の配布による外国人への就学啓発：英
　語・スペイン語・ポルトガル語・中国語・タイ語版で作成
⑤外国人就学説明会の開催：9月24日文化センターにて実施予定であったが、コ
　ロナ禍により見送り
⑥就学予定児宅への家庭訪問：1月実施
⑦外国人児童生徒適応指導教室の運営：11か国より46名通級（内、31名卒級）
⑧外国につながる子どもの学習支援「学びの教室」の開催：コロナ禍により開催見
　送り
⑨外国人児童生徒教育に携わる教員、指導員、支援員等を対象とした資質向上研
　修会の実施：4月5日に全体研修、11月17日に授業研究会および講話・演習を
　通しての研修会実施
●多言語翻訳機を、外国籍児童生徒が多く在籍する学校11校に配付

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

　コロナ禍により、２つの実施予定事業を見送った。また、外国人児童生徒教育に携わる
教員等を対象とした研修会においても、参加人数を制限して開催した。さらに、多言語翻
訳機を、外国籍の児童生徒が多数在籍する１１校に１台ずつ配付した。

人権視点 　外国籍のこどもたちに平等に、かつ質の高い教育を受けさせることを念頭に、事業を実
施した。９月に就学説明会を実施することができなかったため、就学ガイドを各家庭に送
付した。その上で、就学予定児宅への家庭訪問も丁寧に行った。

Ａ

６　外国人
②市内在住外国人支援の充実

施策名

ウ．日本語学習の促進

○日本語教室、外国人児童生徒適応指導教室の運営、外国人児童生徒指導員の派遣など、
　日本語を学習する機会の拡充

73 担当課・係 学校教育課　教育指導係　（増渕　昌幸・大髙 知子）
事　業　の　内　容

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　　　　　　　　



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

74

審議会委員
意見

担当課回答

・翻訳ガイドライン（英語）は、庁内でよく使う用語集と英会話集の２部構成となっています。職員から
の簡単な英会話が知りたいという声や、外国籍職員の訳語が多様化しているといった意見を吸い上げ
たかたちとなっています。庁内各課や外国籍職員のチェックもあることから全庁的に使用できるもの
であり、窓口の円滑な手続きの一助となると期待されます（市町での当該構成のガイドラインは県内
初）。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

○外国人との懇談・意見交換
　・外国人市民会議開催
　　市内キーパーソンや企業関係者だけでなく、公募市民（外国人・日本人）も参加対象とすることを検討
　　し、より活発な討議ができるような方針を作成。
　・小山市国際交流協会主催の講座・イベント
　　日本文化紹介、外国人とのバスツアー、会員バス研修等
　・全庁統一翻訳ガイドライン（英語）の策定・配布

R2(2020)
年度事業計画

○外国人との懇談・意見交換
　・外国人市民会議を開催。
　　外国人からの要望に対し、各担当課より回答。外国人参加者と市長との懇談

　・小山市国際交流協会主催の講座・イベント
　　例：日本文化紹介、外国人とのバスツアー、会員バス研修等

R2(2020)
年度事業実績

○外国人との懇談・意見交換
　・外国人市民会議
　　コロナ禍により中止。

　・小山市国際交流協会主催の講座・イベント
　　日本文化紹介、外国人とのバスツアー、会員バス研修等
　　実施に向け協議を進めていたが、市内感染状況に鑑み中止。

　・国際交流協会フェイスブックの開設、同協会ホームページのリニューア
　 ル化

○全庁統一翻訳ガイドライン（英語）策定に向けた企画検討

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

　今年度の外国人との懇談会は中止となってしまったが、令和２年度以降は「外国人市民会議」と
し、参加者の国籍が偏ることのないよう意識しながら開催する。外国人からの市政への意見や要望
を聞く機会とすると共に、市との繋がりをもつキーパーソンとして共に、多文化共生社会を推進し
ていく。

人権視点 　各種イベントや講座を通して、外国人と日本人の交流の場を提供し、外国人の日本文化
への理解と市民の異文化理解を深め、外国人の声に耳を傾けながら、多文化共生意識を
高めることに繋げている。

Ｂ

６　外国人
②市内在住外国人支援の充実

施策名

エ．外国人の意見を行政に反映させる機会の拡充

○外国人の視点を施策に反映させるための機会の拡充

74 担当課・係 国際政策課　多文化共生推進係　（日高　正展・木下　怜）
事　業　の　内　容

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　　　　　　　　



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

75

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　　　　　　　　

７　ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者及び元患者
①偏見や差別意識を解消するための教育・啓発の推進

施策名
○学校教育における児童生徒の発達段階に応じたエイズ教育の推進

75 担当課・係 学校教育課　教育指導係　（増渕　昌幸・増田　瑠美子）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①小・中・義務教育学校の保健体育及び学級活動における指導
②保健だより、啓発資料等の配布による保護者への啓発
③小・中・義務教育学校で12月1日（世界エイズデー）を含む「人権週間」を設定し、エイズに
　関することも含め、人権全般において児童生徒の意識向上に努める。

R2(2020)
年度事業実績

①小学校６年生・義務教育学校前期課程６年生保健体育科「『３病気の予
防』【1】感染症の予防」において、エイズの性質やエイズ感染者数、エイズを
正しく理解することの大切さについて、また、中学校３年生・義務教育学校
後期課程９年生保健体育科「『４健康な生活と病気の予防』【11】性感染症
とその予防／エイズ」において、エイズの感染経路や症状、エイズの予防に
ついて指導した。エイズという病気のみならず、エイズを正しく理解するこ
とや、かかった人の立場に立って考えることが大切なことなど、人権教育
の視点においての指導も、授業で行った。
②保健だよりや各啓発資料等を配布し、保護者の理解を得る工夫を行っ
た。
③小・中・義務教育学校で１２月１日（世界エイズデー）を含む「人権週間」を
設定し、エイズに関することも含め、人権全般において児童生徒に考えさ
せるため、人権集会や人権教育啓発ビデオの視聴、作文・ポスター・標語の
作成・掲示、人権に関する内容の道徳授業参観（心を育てる学校教育の日）
等を行った。

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

　各学校の年間指導計画に基づき、保健体育科においてエイズについての正しい知識と感染症の予防について、確実に指導を
行った。また、学級活動等においても、偏見や差別意識解消についてのための教育を行った。また、「いじめゼロサミット」に合わ
せた児童生徒のスローガン作成では、感染症への偏見や差別意識の解消に焦点を当て、各学校で指導を行った。人権週間にお
いては各学校工夫を凝らし、児童生徒の実態に応じた指導を行い、児童の人権意識の向上に努めた。

人権視点 　学校教育において、人権教育はすべての教育活動の基盤となるものであり、すべての授業において、人権教
育の視点を踏まえて、指導内容や指導方法の改善・充実を図っている。人権週間は、児童生徒の人権意識の向
上のために設定された事業であり、人権の視点を最も優先させている。感染者に対する偏見や差別意識の解
消は、エイズに限らず、新型コロナウイルス等、他の感染症についても同様であることから、授業においては病
気に対する正しい理解とともに、偏見や差別意識の解消に向け、人権問題として指導している。

Ａ

審議会委員
意見

【その他】感染症罹患者に対しては偏見を持ちがちです。それは不安であったり未熟な知識から持って
しまうものです。すべての感染症を理解することは難しいですが感染するにはその経路があります。感
染症の特徴を知ることで感染を制御することも可能になります。自らが感染を制御することができれ
ば感染症に対する不安を軽減できるかもしれません。

担当課回答

感染症にまつわる根拠のない噂などに惑わされず、正しい知識を得ることで適切に対応できるよう
に、引き続き指導していきます。不安や恐れを軽減させていくことで、誤った情報から偏見を持った
り、差別をしたりすることがないようにし、未然防止に努めていきます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①小・中・義務教育学校の保健体育及び学級活動における指導
②保健だより、啓発資料等の配布による保護者への啓発
③小・中・義務教育学校で12月1日（世界エイズデー）を含む「人権週間」を設定し、エイズに
　関することも含め、人権全般において児童生徒の意識向上に努める。



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

人権課題
施策の方向　

事業番号

76

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　　　　　　　　

７　ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者及び元患者
①偏見や差別意識を解消するための教育・啓発の推進

施策名

ア．エイズに関する正しい知識と理解の普及

○ＨＩＶ感染者に対する誤解・偏見・差別の解消を図るための広報・啓発活動
○性に関する態度や行動を将来を見通して意思決定できる事業の実施

76 担当課 健康増進課　健康増進係・母子健康係　（福原円・櫻井和代・木内正典）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①ＨＩＶ検査普及週間・世界エイズデーに合わせ、市広報等に啓発記事の掲載。
②関係課と連携・協力し、リーフレットの配布及び健康都市おやまフェスティバル等イベント開催時にコーナーを設け啓
 発活動を実施。
③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。
　　小山二中、小山三中、小山城南中、大谷中、乙女中、美田中、絹義務　7か所。
④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

①ＨＩＶ検査普及週間・世界エイズデーに合わせ、市広報等に啓発記事の
　掲載。
②関係課と連携・協力し、リーフレットの掲示。健康都市おやまフェスティ
　バル等イベント開催時のコーナー設置については、新型コロナウイルス
　感染症の影響により、配布物の実施は行わず、掲示のみ実施した。
③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）
④「中学生ピアカウンセリング」については、新型コロナウイルス感染症の
　影響により令和２年度は実施を見送った。

執行額（千円）
11

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感染症の影響により、イベント等での配布物をなくし、掲示のみの周
知活動、講座の内容変更や中止があった。

人権視点 事業計画通りに実施することは叶わなかったが、コロナ禍の中でも人権に配慮し、可能な
啓発活動を実施した。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】令和3年度事業計画③について「思春期保健講座」は希望した中学校に対して行っているよう
ですが、希望しない中学校は何か理由があるのですか。

担当課回答

公民館講座とタイアップして産婦人科医による思春期講座を実施する学校や、性の指導については養
護教諭が主体となって実施していることから、健康増進課の事業を希望しないところもあると伺って
います。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①ＨＩＶ検査普及週間・世界エイズデーに合わせ、市広報等に啓発記事の掲載。
②関係課と連携・協力し、リーフレット等の掲示及び健康都市おやまフェスティバル等イベント開催時、
　啓発活動を実施。
③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。
　　小山二中、小山三中、小山城南中、大谷中、乙女中、美田中、豊田中、絹義務　８か所。
④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ヶ所）



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

77

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　　　　　　　　

７　ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者及び元患者
①偏見や差別意識を解消するための教育・啓発の推進

施策名

イ．ハンセン病に関する正しい知識と理解の普及

○ハンセン病の正しい知識の普及を図るための啓発活動

77 担当課 健康増進課　健康増進係　（福原　円・木内　正典）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①毎年6月の「ハンセン病を正しく理解する週間」に合わせ、ポスター等の掲示をする。
②ハンセン病に対する差別や偏見を解消し、ハンセン病患者及び元患者の名誉を回復することを目的
　とした、リーフレット「ハンセン病の向こう側」を印刷し、配布用としてカウンターに配置する。
③ハンセン病の患者・元患者の方々に対する差別や偏見を解消し、人権が尊重される社会の実現を図
　るために、ハンセン病に対する正しい理解を周知することを目的とした記事を市ホームページに掲載
　する。

R2(2020)
年度事業実績

６月に保健福祉センターにて、リーフレット掲示を行った。 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
保健福祉センター内にポスター及びリーフレット等の掲示し、市ホームページに
より正しい知識を提供することができた。

人権視点 正しい知識と理解を持つことにより、差別や偏見を解消するために人権意識の
高揚を図った。

Ｂ

審議会委員
意見

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①毎年6月の「ハンセン病を正しく理解する週間」に合わせ、ポスター等の掲示をする。
②ハンセン病に対する差別や偏見を解消し、ハンセン病患者及び元患者の名誉を回復することを目的
　とした、リーフレット「ハンセン病の向こう側」を印刷し、配布用としてカウンターに配置する。
③ハンセン病の患者・元患者の方々に対する差別や偏見を解消し、人権が尊重される社会の実現を図
　るために、ハンセン病に対する正しい理解を周知することを目的とした記事を市ホームページに掲載
　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

78

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　　　　　　　　

７　ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者及び元患者
①偏見や差別意識を解消するための教育・啓発の推進

施策名

イ．ハンセン病に関する正しい知識と理解の普及

○人権問題の一つとしての人権教育の推進

78 担当課 学校教育課　教育指導係　（増渕　昌幸・増田　瑠美子）
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
　・「令和2(2020)年度人権教育推進の手引き」・「人権教育推進のためのＱ＆Ａ」をもとに研修し、校内
　研修会の推進を図る。
②中学校ブロック人権研修会
　・「令和2(2020)年度人権教育推進の手引き」・「人権教育推進のためのＱ＆Ａ」をもとに、人権教育主
　任が中心となり教職員の研修を充実させる。
③教職員向け人権教育研修用資料「なかよし」の編集・発行により、市内の教職員への理解普及に努める。

R2(2020)
年度事業実績

①市内全小・中・義務教育学校の人権教育主任を対象に「人権教育推進の
手引き」の内容変更について、課題の明確化と教育計画への適切な位置づ
けについて、また、三指導についての共通理解を図った。また研修内では
「人権教育推進のためのＱ＆Ａ」を活用し、校内研修会の推進も図った。
②各中学校ブロックごとに、講話・ワークショップ・授業研修会などの研修
会を計画したが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開催方法
を工夫してそれぞれ研修した。
③教職員の人権意識の向上を図るため、また人権教育に関わる様々な問
題について、校内研修の充実を図る資料を提供するため、人権教育研究員
が中心となり、人権教育教職員研修用資料「なかよし」を１０月と２月に編
集・発行した。

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

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定されていた研修会が計画どおりには開催できない部分も
あったが、研修方法を工夫して、人権教育に対する共通理解を図ることができた。また、人権週間に合わせて教
職員に人権アンケートを行い、日頃の指導を見直すよい機会として活用することができた。

人権視点 　人権教育は、すべての教育活動の基盤となるものであり、教職員一人一人の資質向上が望まれる。HIV感染
者・ハンセン病患者及び元患者に係る人権問題をはじめ、人権にかかわる様々な問題等について、知識を深め
指導に生かすため、上記の事業を実施した。事業実施にあたり、人権を尊重した環境の中で研修することがま
ず基盤にあるため、研修内容のみならず、言語環境・雰囲気等においても人権の視点を最優先し、各自の人権
意識の向上に努めた。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】今後はリモートやオンラインでの研修会の開催を検討していますか。
【評価】義務教育に携わる教職員の方々には、常に、児童生徒の手本となる大人としての意識を持って
いると感じています。

担当課回答

人権教育主任研修会や中学校ブロック人権研修会は、教職員一人一人の正しい理解を促すために、で
きる限り集合研修で、対面で行いたいと考えています。しかし、感染症の感染状況により、これまでに
もオンラインで実施した研修会もありますので、集合することが難しい場合には、オンラインによる研
修も検討していきます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①小山市人権教育主任研修会
　・「令和３(202１)年度人権教育推進の手引き」・「人権教育推進のためのＱ＆Ａ」をもとに研修し、校
　　内研修会の推進を図る。
②中学校ブロック人権研修会
　・「令和３(202１)年度人権教育推進の手引き」・「人権教育推進のためのＱ＆Ａ」をもとに、人権教育
　　主任が中心となり教職員の研修を充実させる。
③教職員向け人権教育研修用資料「なかよし」の編集・発行により、市内の教職員への理解普及に努め
　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　

人権課題
施策の方向　

事業番号

79

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　　　　　　　　

８　犯罪被害者とその家族
①犯罪被害者等のニーズに応じた対応

施策名 ○犯罪被害者のニーズに応じた各種支援制度等の広報周知

79 担当課・係 市民生活安心課　市民安全相談係　（今泉由美子・橋本真英）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

今年度、小山市犯罪被害者等支援条例を制定予定。
○犯罪被害者や家族をサポートする民間支援団体「(公社)被害者支援センターとちぎ」や県くらし安全
　安心課、栃木県警察等の関係機関と連携・協力の上、きめ細やかな支援活動を推進していく。
　１．適切な相談・支援業務
　　(1)　犯罪被害者やＤＶ被害者等、被害者の立場に立ったきめ細やかな対応をしていく。
　　(2)　関係機関との連携を密にし、相談・支援が必要な際には迅速な対応をしていく。
　2．被害者支援に係る各種制度の広報周知

R2(2020)
年度事業実績

１　(１)犯罪被害相談　17件
　　(２)警察や関係課、関係施設の連絡、案内を行った。
２　令和３年４月１日施行の県内市町初となる犯罪被害者等の支援に特化
した「小山市犯罪被害者等支援条例」を制定し、同条例の策定について多く
のメディアが取り上げたことにより、市が取り組む犯罪被害者支援や関係
機関との連携について広く周知を図ることができた。また、市のホーム
ぺージ上に専用ページを公開しているほか、庁舎及び出張所に被害者支援
に関するパンフレット、ポスター等を掲示・配布することで、広報周知を
行った。
３　県内市町初の犯罪被害者等の支援に特化した小山市犯罪被害者等支
援条例を制定した。

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

　県内市町初となる犯罪被害者等の支援に特化した「小山市犯罪被害者支援条例」を制定し、令和３年４月１日
に施行した。同条例の制定過程において各種メディアに取り上げられるなど、本市のみならず県内における被
害者支援に関する広報周知を図った。
関係機関団体との連携を密にし、被害者等の心情に配慮した応対、相談先の教示に努めた。

人権視点 相談受理時には、必要に応じて個室の使用や聴取者の性別に関する要望を聴取し、相談者の心理
的負担の解消に努めると共に、関係担当部局との積極的な連携を図ったほか、窓口やホームページ
に相談先やパンフレット等を配置・掲載することで、面接に寄らずとも相談できる環境を整え、潜在
犯罪被害者が声を発することができる環境づくりに取り組んでいる。Ａ

審議会委員
意見

【確認】小山市犯罪被害者等支援条例施行規則について説明してください。
【確認】小山市犯罪被害者等支援条例が制定されたことは評価しますが、これは既に制度化されている
ものではないのですか。

担当課回答

　小山市犯罪被害者等支援条例施行規則は小山市犯罪被害者等支援条例第８条に定める見舞金の支
給要件等について定めています。
　小山市犯罪被害者等支援条例では、既存の施策のみならず、新たに犯罪被害者等への具体的支援と
して栃木県内で唯一犯罪被害者等に対する見舞金の支給が実現した他、条例に定める居住の安定を
具体化すべく、小山市市営住宅条例を改正し、犯罪被害者等に対する入居要件の緩和を図るなど、新
たな施策を実施しております。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

　令和３年４月１日施行の小山市犯罪被害者等支援条例に基づき、新たに導入された犯罪被害者等見
舞金の支給や市営住宅への入居要件の緩和など犯罪被害者等に対する各種施策を必要とする方々に
必要な情報が届くよう、関係機関団体等と連携した支援施策の周知を図る。
１．適切な相談対応・支援業務の推進
　(１)犯罪被害者やＤＶ被害者等、被害者の立場に立ったきめ細やかな対応を行う。
　(２)関係機関との連携を密にし、相談・支援が必要な際には迅速な対応を行う。
　(３)条例に基づく見舞金の支給等、犯罪被害者等が求める支援を行う。
２．被害者支援に係る各種制度の広報周知



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

80

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　　　　　　　　

８　犯罪被害者とその家族
②犯罪被害者等の相談・支援体制の強化

施策名
○関係機関との連携及び職員の研修等による支援体制の強化
○民間支援団体等と連携した支援活動の推進

80 担当課 市民生活安心課　市民安全相談係　（今泉由美子・橋本真英）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

○犯罪被害者やその家族への支援活動を推進するにあたり、被害者への個別の対応や配慮については専門的な判断や迅速な対応、他機関との連
携が必須であることから、きめ細かな支援活動を推進するために、県や「(公社)被害者支援センターとちぎ」、栃木県警察等が開催する研修会に積
極的に参加することで、相談・支援体制の強化を図る。
　1．「(公社)被害者支援センターとちぎ」、県くらし安全安心課、栃木県警察との緊密な連携・協力
　　(1)　県の研修会への参加
　　(2)　栃木県警察の研修会への参加
　　(3)　小山警察署との連携（小山警察署被害者支援連絡会との連携）
　2．白鴎大学被害者支援ボランティア「ひまわり」との連携・協働
　　　研修会の実施

R2(2020)
年度事業実績

１　県の研修会の参加
　　①性暴力を考える講座
 　　　参加者：担当職員１名
 　　　開催日：令和２年１０月１２日
　　②犯罪被害者等施策担当者研修会
 　　　参加者：担当職員２名
 　　　開催日：令和２年１０月１９日
２　小山市犯罪被害者等支援条例の制定
　　 条例制定に関し、市議会議員、被害者支援センターとちぎ、白鷗大学法
学部、検察庁、弁護士、警察、医師会、児童委員・民生委員を委員とする懇
話会を立ち上げ、犯罪被害者の声を取り入れた条例を制定した。

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

〇犯罪被害者支援を行うにあたり、犯罪被害の心情や被害者の人権への配慮、対応要領を学ぶため、県の主査
する研修会に参加して知識を得ている。
〇新型コロナウイルス感染症の影響で関係機関と連携した事業は開催できなかったが、犯罪被害者等が求める
犯罪被害者支援に特化した条例の制定に至った。

人権視点 犯罪被害者支援を行うにあたり、犯罪被害者支援に特化した条例の制定に至り、条例制
定の検討過程において犯罪被害者の声を反映させるなど、支援を求める方の意見を十分
に反映させることができた。

Ａ

審議会委員
意見

【確認】1の研修会の対象者と内容を教えてください。

担当課回答

　性暴力を考える講座の対象者は市民生活安心課市民安全相談係の防犯担当者が参加し、とちぎ性暴
力被害者サポートセンター（通称：とちエール）から相談事例の紹介や課題等を内容としています。
　犯罪被害者等施策担当者研修会では、各市町の担当者が出席し、市民生活安心課長、同課市民安全
相談係主幹が参加しました。研修会では公益社団法人被害者支援センターとちぎによる講演や、国、
県、市町の取組状況、犯罪被害者等支援に関する課題や要望等を内容としています。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

〇犯罪被害者やその家族への支援活動を推進するにあたり、被害者への個別の対応や配慮については専門的な判断や迅速な
対応、他機関との連携が必要であることから、きめ細やかな支援活動を推進するために、県や「(公社)被害者支援センタとち
ぎ」、栃木県警察等が開催する研修会に積極的に参加することで、相談・支援体制の強化を図る。
１．「(公社)被害者支援センターとちぎ」、県くらし安全安心課、栃木県警察との緊密な連携・協力
　　(１)県の研修会への参加
　　(２)栃木県警察署の研修会の参加
　　(３)小山警察署との連携(小山警察署被害者支援連絡協議会との連携)
２．白鷗大学被害者支援ボランティア「ひまわり」との連携・協働
３.小山市犯罪被害者等支援条例に基づく支援の実施



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

81

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　　　　　　　　

８　犯罪被害者とその家族
③犯罪被害者支援の重要性に関する市民意識の醸成

施策名 ○広報啓発活動等による犯罪被害者とその家族を支える機運の醸成

81 担当課 市民生活安心課　市民安全相談係　（今泉由美子・橋本真英）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

○小山市が開催する各種啓発イベント等において、犯罪被害者支援の重要性を広く市民に広報・周知することで、
　犯罪被害者やその家族への支援の重要性・必要性の高揚を図り市民全体での支援活動を推進していく。
　　1．各種イベントの開催・啓発活動
　　　(1)　犯罪被害者支援市町民のつどい（野木町、小山警察との協働主催）
　　　(2)　被害者支援巡回パネル展（県との協働）
　　　(3)　白鴎大学と連携した各種活動
　　　(4)　その他の市のイベントでの広報啓発活動

審議会委員
意見

【要望】令和2年度は新型コロナの影響で予定していた周知啓発活動ができなかったようですが、状況
が良くなりましたら周知啓発をお願いします。

担当課回答

　令和３年度は１０月４日（月）に本庁舎６階大会議室において野木町及び小山警察署等と連携し、犯罪
被害者等市町民のつどいを開催予定です。また、同日から同月８日（金）までの間、庁舎１階において犯
罪被害者等支援巡回パネル展の開催を予定しております。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

〇小山市が開催する各種啓発イベント等において、犯罪被害者支援の重要性を広く市民に広報・周知することで、犯罪被害者
やその家族への支援の重要性・必要性の高揚を図り市民全体での支援活動を推進していく
１．各種イベントの開催・啓発活動
　　(１)犯罪被害者支援市町民のつどい(野木町・小山警察署との共同主催)
　　(２)被害者支援巡回パネル展(県との協働)
　　(３)白鷗大学と連携した各種活動
　　(４)その他イベントでの広報啓発活動
２.小山市犯罪被害者等支援条例の各種施策が実践されるよう、社会全体の被害者支援に対する機運の醸成に努める。

R2(2020)
年度事業実績

１　(１)「犯罪被害者支援市町民のつどい」
　　　　※新型コロナウイルスの影響で中止
　　(２)「被害者支援巡回パネル展」
　　　　※新型コロナウイルスの影響で中止
２　小山市犯罪被害者等支援条例の制定

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

新型コロナウイルス感染症により各種イベントの中止を余儀なくされた。
イベントの開催は困難であったが、街頭啓発活動や庁舎における啓発パンフレット・ポスターの配布及び掲示など、広報啓発活動に取組んだ。
小山市犯罪被害者等支援条例を制定し、制定過程において犯罪被害者やその遺族の声を反映したほか、条例に市、市民等、事業者の責務を明示する
等、被害者支援の機運を醸成する事項を明示した。

人権視点 新型コロナウイルス感染症の影響により、各種イベントの開催には至らなかったが、犯罪
被害者やその遺族の声を反映した県内市町初の犯罪被害者等の支援に特化した小山市
犯罪被害者等支援条例を制定し、各種メディアにも取り上げられるなど、本市のみならず
県内における被害者支援に対する機運の醸成に至った。

Ａ


