
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

82

①市ホームページでの啓発活動
　　・インターネットの危険性とモラルの重要性及び相談窓口について掲載
②人権啓発活動の実施
　　・リーフレットによる周知
　　・小山行政チャンネルによるＤＶＤの放映

R2(2020)
年度事業実績

①市ホームページでの啓発活動
　　・ホームページに、インターネットの危険性と利用する際のモラルの重
　　　要性及び相談窓口（救済手続・削除要請の依頼等）について掲載。
②人権啓発活動の実施
　　・法務局等から送付されるインターネットの正しい利用に関するリー
　　　フレットの設置による周知
　　・小山行政チャンネルによるＤＶＤの放映
　　　　「インターネットと人権」（人権教育啓発推進センター作成）
　　　　放送日：4/21～30、７/11～20、12/１１～２０

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インターネットの適切な利用に関する教育・啓発の推進
９　インターネットによる人権侵害

施策名
○プライバシーや個人の名誉に関する正しい理解とモラルをもってインターネットを利用するた
　めの啓発活動

82 担当課・係 人権・男女共同参画課　人権推進係　（黒川澄子・添野智子）

事　業　の　内　容

執行額（千円）

〇リーフレットについては部数に限りがありますので、学校や店舗等には設置せず、当課カウンターや
市役所１階のパンフレットコーナーに設置しております。

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ
インターネットに潜む危険性とモラルの重要性について、市ホームページに掲載
して周知を図るほか、ポスターの掲出、冊子・リーフレットのカウンター設置を
行った。

人権視点 市ホームページの掲載について、誰にでも分かりやすい人権に配慮した文言を
使用している。

Ｂ

審議会委員
意見

R2(2020)
年度事業計画

【確認】リーフレットの設置場所はどのような場所ですか。スマホの使用頻度が高い世代の人が利用す
　　　　る場所、高校大学、携帯電話販売店、量販店・コンビニ・スーパー等への協力依頼をしています
　　　　か。

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①市ホームページでの啓発活動
　　・インターネットの危険性とモラルの重要性及び相談窓口について掲載
②人権啓発活動の実施
　　・リーフレットによる周知
　　・小山行政チャンネルによるＤＶＤの放映



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

83

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　　　　　　　　

９　インターネットによる人権侵害
①インターネットの適切な利用に関する教育・啓発の推進

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

　人権推進課や学校教育課、生涯学習課青少年係、専門機関や専門業者とも連携しながら、各種人権
研修会や人権啓発紙等で、「ネット社会における人権侵害」や「ネット社会の危険性」について、積極的
に発信していく。
　・いじめゼロ子どもサミット（おやまっ子いじめゼロスローガン作成）
　　　　「これもいじめ？～『ネットいじめ』について考えよう～」
　・保護者向け人権啓発紙「ほほえみ」へのインターネット利用に関する内容を掲載
　・人権講演会　2月4日「子どものＳＮＳ事情（仮）」　講師　石川　結貴　氏

R2(2020)
年度事業実績

①いじめゼロ子どもサミット（コロナ禍により、サミット形式をやめ、おや
まっ子いじめゼロスローガン作成に変更）
　「これもいじめ？～『ネットいじめ』について考えよう～」をテーマに、市内
の全小・中・義務教育学校でスローガンづくりを実施。
　事務局により選出したスローガンを啓発活動に使用。
②保護者向け人権啓発紙「ほほえみ」にインターネット利用に関する記事を
掲載
　小山市全戸配付の人権啓発紙「おやま」にもインターネットと人権につい
て掲載
③人権講演会　2月4日「子どものＳＮＳ事情（仮）」　講師　石川　結貴　氏
　※新型コロナにより中止
④親子学び合い事業（ネット時代の歩き方講習会）
　※新型コロナにより中止
⑤その他の人権学習会（生涯学習課への依頼により実施）
　　　小学校２校：羽川西小学校（親子学習会）
　　　　　　　　　　　小山第一小学校（人権学習）

執行額（千円）

施策名
○プライバシーや個人の名誉に関する正しい理解とモラルをもってインターネットを利用するた
　めの啓発活動

83 担当課・係 生涯学習課　人権教育係　（　宮田　晃代・金森　宏　）

審議会委員
意見

【要望】令和2年度に予定していた③④の事業については時期をみて是非とも行ってください。
【要望】今後、リモートやオンライン等で親子学習会等の開催を希望します。

担当課回答

要望①：③④とも実施の予定です。
要望②：今後の感染拡大状況を踏まえ、必要に応じあり方を検討いたします。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

　人権・男女共同参画課や学校教育課、生涯学習課青少年係、専門機関や専門業者とも連携しながら、各種人権研
修会や人権啓発紙などで、「ネット社会における人権侵害」などについて、積極的に発信していく。
　・いじめゼロ子どもサミット（おやまっ子いじめゼロスローガン作成）
　　　　「これって正しい使い方？～絶対にいじめにつなげないインターネット利用について考えよう～」
　 ･小山市いじめ等防止市民会議
       「インターネットに関わるいじめの防止と対応」について
　・保護者向け人権啓発紙「ほほえみ」にインターネット利用に関する記事を掲載
　・人権講演会　2月4日「スマホ世代の子どもとどう向き合うか」　講師　石川　結貴　氏

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｄ

　講演会と親子学び合い事業が中止となり、保護者向けの研修を行う機会が少なかった。
人権啓発紙への掲載や、「ネットいじめ防止」のスローガンづくりを親子で行うなどの活動
でその分を補うようにした。

人権視点 　今年度は、いじめゼロサミットのテーマに「インターネットによる人権侵害」を取り上げ、
市内共通でネットいじめについて学習の機会を持つことができた。また、作成したおや
まっ子いじめゼロスローガンを様々な啓発活動に生かすことができた。
（各施設・ホームページへの掲示・おーラジインフォマーシャルでの呼びかけ・研修で使用）

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

84

９　インターネットによる人権侵害
①インターネットの適切な利用に関する教育・啓発の推進

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①教育委員会主催の「学校教育情報の適正管理に関する研修会１・２」、「ＩＣＴ機器活用編」の他、各種
研究会が主催する研修会等において、学校教育情報の適切な取扱いや、子どもたちの情報リテラシー
やモラルの育成にかかる講習を行い、各学校における校内研修の実施によって教職員の指導力向上
を図る。
②教育情報システム等を利用し、情報活用やトラブル防止に向けて教職員の意識向上を図るととも
に、児童生徒への啓発を促す。
③各学校において、各種機関発行の情報モラル啓発資料等を活用したり、ｅ-ネットキャラバンによる
講師派遣型研修を実施したりするなどして、子どもや保護者への啓発を図る。

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｃ

教職員対象研修は、コロナ禍のため多くは中止せざるを得なかった。唯一、「学校教育情報の適正管理に関する
研修会１」は、オンラインに変更して実施したことで、これまでの集合型研修よりも多くの教職員が参加し、教職
員の意識や資質の向上と、子どもたちの情報モラルの育成を図る指導の徹底を図ることができた。

人権視点 各学校からは、啓発資料の配付、各校における研修会などをとおして、道徳や学級活動に
おいて、情報モラルに関連した授業を実践しているとの報告を聞いている。また、コロナ
禍において、家庭でのＩＣＴ活用が進む中、配付した啓発資料等を活用して、保護者への啓
発を図ることができたとの報告もあった。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】研修会１はオンラインで行っておりますが、研修会２とコンピュータ実技研修はコロナ禍で中止
となっています。目的・やり方の違いによりオフラインで行うものだったのでしょうか。

担当課回答

研修会１は、講義型の伝達研修であったため、オンライン開催でも、研修の目的は達成できました。しか
しながら、研修会２とコンピュータ実技研修は、集合型の実技研修であり、学校を会場として、日頃授業
で使用しているＩＣＴ機器等に触れながら実践的な技能を身に付けることを目的としています。そのた
め、感染症拡大防止の観点から中止としました。

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①教育委員会主催の「学校教育情報の適正管理に関する研修会」「ＩＣＴ機器活用編」の他、各種研究会が主催する
　研修会等において、学校教育情報の適切な取扱いや、子どもたちの情報リテラシーやモラルの育成にかかる講
　習を行い、各校における校内研修の実施によって指導力の向上を図る。
②教育情報システム等を利用し、情報活用やトラブル防止に向けて教職員の意識向上を図るとともに、児童生徒
　への啓発を促す。
③各学校において、各種機関発行の情報モラル啓発資料等の活用したり、ｅ-ネットキャラバンによる講師派遣型
　研修の実施したりするなどして、子どもや保護者への啓発を図る。

R2(2020)
年度事業実績

①教育委員会主催研修会
　・学校教育情報の適正管理に関する研修会１
　　　実施日：令和２年４月1７日(金)　参加者：各学校教職員１０９名
　　　※三密を避けるため、オンラインで実施
  ・学校教育情報の適正管理に関する研修会２
　　　実施日：令和２年8月３日(月)
　　　※コロナ禍のため中止。
　・コンピュータ実技研修「ＩＣＴ機器活用編」
　　　実施日：令和２年8月３日(月)
　　　※コロナ禍のため中止。

②情報セキュリティリスクに関わる事案等が発生した際に注意喚起を促
し、情報セキュリティ（情報モラルを含む）に関する意識向上を図った。

③ｅネットキャラバン等、情報モラルに関する講師派遣型研修の通知を各
校に送付した。

執行額（千円）

施策名
○情報の収集・発信に関するルールやマナーの理解及び情報モラルを醸成するための学校
　教育の充実

84 担当課・係 学校教育課　教育研究所　教育研究係　（増渕昌幸・伊藤秀哲）

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

85

審議会委員
意見

【確認】インターネットのモニタリングの取組について説明してください。また、コロナ感染者等の誹謗
中傷について記載の内容を説明してください。
【その他】新型コロナ関連の書き込みがあったことは残念です。今後考えられるのは、ワクチンを接種し
ていない人への誹謗中傷・ハラスメントが心配されます。

担当課回答

〇人権・男女共同参画課のパソコンで週１回検索しており、部落差別を中心とした差別的な記事の書き
　込みを検索しております。昨年度からは新型コロナウイルスのクラスターに関する記事がありますが、
　個人が特定できないものが多く削除要請はしておりません。
〇今後、新型コロナウイルスのワクチン接種が進む中で、接種しない人への差別が起こることも想定さ
　れるので、ホームページにワクチンを接種しない人への差別をしないように掲載してまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①差別的書き込みに関する確認体制
　　・インターネット上の主に小山市に関連するWebサイトについて、差別事象の有無を調
　　　査及び確認
②事案発生時の連携
　　・インターネット上の差別事象があった場合、早期に宇都宮地方法務局栃木支局へ連絡
　　　及び相談、被害の拡大防止に対応

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ
週1回、インターネット上への差別的な記載の有無を確認している。令和2年度は
新型コロナウイルスの感染者やクラスターに対する誹謗中傷の記載が多かった

人権視点 人権侵害により傷つく人を出さないよう、インターネット上に特定の個人に対す
る差別や誹謗中傷の記事を発見した場合は、速やかに宇都宮地方法務局に相談
して削除依頼をすることにしている。Ｂ

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①差別的書き込みに関する確認体制
　　・インターネット上の主に小山市に関連するWebサイトについて、差別事象の有無を調
　　　査及び確認
②事案発生時の連携
　　・インターネット上の差別事象があった場合、早期に宇都宮地方法務局栃木支局へ連絡
　　　及び相談、被害の拡大防止に対応

R2(2020)
年度事業実績

①差別的書き込みに関する確認体制
　●人権推進課のパソコンでのインターネット上に差別的な記載の有無を
　　　確認（週1回）
　　　・新型コロナウイルス関連の誹謗中傷の記載を確認した。重大な人権
　　　　侵害事案ではなかったが、市ホームページ等で偏見・差別・誹謗中
　　　　傷に対する抑制を啓発していく。
　
　
　
　

執行額（千円）

施策名
○差別的表現等の書き込みに関する確認体制づくり
○人権侵犯事案発生時の関係機関との連携

85 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　　　　　　　　

①インターネットの適切な利用に関する教育・啓発の推進　②インターネット上の人権侵害等に対する支援

９　インターネットによる人権侵害



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

86

Ｒ3(2021)
年度事業計画

○小山市地域防災計画に基づく女性や高齢者を含めた要配慮者への対策を引き続き実施
する。
○女性・乳幼児等に対し、安全衛生面などの配慮、対応を含めた避難所運営マニュアルの見
直し等を引き続き行っていく。
○水防法、土砂災害防止法による浸水想定区域内の要配慮者施設については、避難計画に
基づく避難訓練を民生関係部局等と調整を図り、実施の指導をしていく。

要配慮者視点に立った液体ミルクの更新や、プライべートテントなどプライバシーに配慮
した防災備蓄品の整備を進めた。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】期限がある備蓄品の取り扱いはどうしていますか。
【確認】新型コロナウイルスの影響下における災害に伴う支援体制づくりを検討していますか。
【提案】近年自然災害が多く、テレビの報道により善意のある方々や慈善団体等からの物資の援助が増えています。行為を受け
る側として例のないこともあり準備不足からトラブルも起きているようです。物資をいただくことを前提にするわけではありま
せんが、善意を受けるための準備（シュミレーション)をすることで必要なものを無駄を少なくして供給できます。

担当課回答

〇期限のある備蓄品については、市で主催する防災訓練等で使用するほか、小・中学校における防災
教育など防災意識の高揚を図る事業に有効活用しております。
〇新型コロナウイルス感染症の対応として、パーティションの増強、手指消毒用アルコールの備蓄と
いった、ハード面の体制強化のほか、避難者の体調チェックや、体調不良者を別室に避難するなどの避
難所運営計画の改正によって対応しています。

R2(2020)
年度事業実績

〇小山市地域防災計画に基づく女性や高齢者を含めた要配慮者への具体
的対策として、女性の目線で見た防災対策を講じるため、小山市防災会議
委員に女性の継続的な委嘱。
〇指定避難所にプライベートを確保できるパーソナルテントを配備すると
ともに、災害用備蓄物品として母子ともに安心のできる液体ミルクや、女
性用必需品の更新整備。

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

事業内容が継続して行っていくものが主であり、数値化できる形でないため評価は難し
いが、防災会議においても女性委員に引き続き委嘱し、事業を継続していく。
また、人権尊重の視点に配慮した防災備蓄品の整備を進めた。

人権視点

86 担当課・係 危機管理課　危機管理係　（大塚　寿一　・　池田　充）
事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

○小山市地域防災計画に基づく女性や高齢者を含めた要配慮者への対策を引き続き実施
する。
○女性・乳幼児等に対し、安全衛生面などの配慮、対応を含めた避難所運営マニュアルの見
直し等を引き続き行っていく。
○水防法、土砂災害防止法による浸水想定区域内の要配慮者施設については、避難計画に
基づく避難訓練を民生関係部局等と調整を図り、実施の指導をしていく。

施策名 ○女性、高齢者、障がい者等の被災者の視点に立った支援体制づくり

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　　　　　　　　

１０　災害に伴う人権問題
①人権尊重の視点に立った被災者支援
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人権課題

事業番号

87

87 担当課・係 人権・男女共同参画課　人権推進係　（黒川澄子・添野智子）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

○啓発活動の実施
　①市ホームページに､各個別課題について掲載
　②｢第42回人権講演会｣の開催（生涯学習課と連携）
　③特定失踪者の家族への支援（拉致問題）
　④その他の人権問題に関する情報の収集、啓発

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　　　　　　　　

１１　その他の人権問題

施策名

①アイヌの人々　②刑を終えて出所した人等
③性的指向・性同一性障がい者（ＬＧＢＴ）に関わる人権問題
④ホームレス　⑤拉致問題等
⑥人身取引（トラフィッキング）等、さまざまな人権問題に関する人権教育・人権啓発の推進

Ｒ3(2021)
年度事業計画

○啓発活動の実施
　①市ホームページに､各個別課題について掲載
　②｢第42回人権講演会｣の開催（生涯学習課と連携）
　③特定失踪者の家族への支援（拉致問題）
　④その他の人権問題に関する情報の収集、啓発

人権啓発を行う際には、言葉遣いや表現などについて人権的配慮をしている。

Ｂ

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスに関する人権問題の事例について説明してください。

担当課回答

〇施設を運営している方からの相談で、利用者の方が新型コロナウイルスに感染したことを公表した
　ところ、誹謗中傷を受けて非常に困っているという事案がありました。

R2(2020)
年度事業実績

〇啓発活動の実施
　①市ホームページに人権に関する個別の課題に関する説明を掲載
　●新型コロナウイルス関連の偏見・差別・誹謗中傷に対する抑制を啓発
　　・栃木県知事と県内自治体の首長による「オールとちぎ宣言」の市ＨＰへの記載
　　・広報小山11月号「人権週間」の特集記事
　　・おーラジでの市長メッセージ：12/17放送
③拉致問題についての対応
　　・市内在住の特定失踪者の家族に対して、定期的に連絡をとり支援に努めた。
　　・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」(12/10～12/16)について広報小山に
　　　掲載し、おーラジのインフォマーシャルで周知した。
　　・「拉致問題に関する地方自治体ネットワーク」に加入し、情報の収集を行った。
④その他の人権問題に関する情報の収集、啓発
　　･11/26「ヒューマンライツセミナー」（NPO法人人権センターとちぎ主催）
　　　　「米軍が最も恐れた男カメジロー不屈の生涯」の映画鑑賞　6名参加
　
◎新型コロナウイルスのため中止した研修等
　②「第42回人権講演会」（生涯学習課と連携）：令和3年度に延期

執行額（千円）
参加負担金等
　　　　　　　　4

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の感染者及び医療従事者への偏見・差別・誹謗中傷を止める
よう、啓発を行った。

人権視点
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人権課題

事業番号

88

審議会委員
意見

【確認】LGBTに対する配慮と理解の促進に対して、「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細か
な対応の実施について」の資料を参考にしていますが、その資料には周囲に対して正しい理解を促す
内容もありますか。

担当課回答

本通知の概要は、児童生徒に対し秘匿したい場合を踏まえ、個別に慎重に取り扱うと共に学校は組織
として対応すること、医療機関との連携を図ること、学校生活の各場面での支援に関すること、などと
なっており、広くＬＧＢＴに対する正しい理解を促す内容ではありません。通知を基にしたＱ＆Ａなどが
文科省から発出されており、学校はそれらを参考にしています。当該通知の他にも、教職員向け人権教
育研修用資料「なかよし」等の各種資料の活用や、ＬＧＢＴに関する研修会への積極的な参加等、啓発に
も努めています。

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、教職員の研修を
　　充実。
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、啓発に努める。
　(「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施について」　文部科学省H27.4通達資料参考）

R2(2020)
年度事業実績

①小山市人権教育主任研修会
　　コロナ禍のため、実施できず。資料配付を通した紙面研修を行った。
②中学校ブロック人権教育研修会の実施（実施できた学区は少ない）
　　要請に応じて、指導主事が講話や授業研究会等の指導・助言を行っ
　　た。
  　　・授業研究会　  ・講話    ・ワークショップ
③教職員向け人権教育研修用資料「なかよし」の編集・発行・「なかよし」
　の内容として、子どもたちの人権を尊重した教師のはたらきかけの事
　例や、人権に関する意識調査の変化等、教師が日々の教育活動におい
　て常に意識し、具体的な場面で生かしていけるよう紙面を工夫した。

執行額（千円）

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ

　小山市学校教育計画では「教職員一人一人の資質の向上」を努力目標（２）に掲げ、教職員自らの課題として
人権感覚を磨き、人権意識を高めていけるよう、文部科学省からの通達の全職員への周知・啓発・理解、各研修
の設定とその工夫・改善を行ってきた。

人権視点 　各中学校ブロック人権教育研修会等、多くの人が一堂に会する研修は行えなかったが、資料を通
して指導の在り方を見直したり、問題を身近に考えたりする機会が増えた。コロナいじめ、ＩＣＴ環境
の急速な変化のために起こった問題の解決等、新たな課題も浮上した。その対応を含めた日常指導
を行い、より教師の人権意識も高揚した。新たな人権課題へのきめ細やかな対応については、全教
職員への周知・理解が進み、指導の在り方を共有できた。

Ｂ

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

R2(2020)
年度事業計画

①小山市人権教育主任研修会
　・「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
　・「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、教職員の研修を充実。
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、啓発に努める。
　(「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施について」　文部科学省H27.4通達資料参考）

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　　　　　　　　

１１　その他の人権問題

施策名

③性的指向・性同一性障がい者（ＬＧＢＴ）に係る人権問題

○学校教育における性的指向・性同一性障がい者（ＬＧＢＴ）に対する配慮と正しい理解の促進
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施策の方針
施策の方向

事業番号

89

様式１号
Ⅲ　推進体制

（１）市の推進組織

事　業　の　内　容

①施策の取り組み状況の把握

施策名 ○各部局における施策の推進とそれぞれの取り組み状況の把握

89 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小山市人権教育推進会議及び幹事会
　（各1回開催：小山市人権施策推進基本計画進行管理結果の報告）
②小山市人権施策推進審議会（3回開催）
　小山市人権施策推進基本計画進行管理に係る委員意見聴取、ヒアリングの実施、事業実
　績の評価

R2(2020)
年度事業実績

①小山市人権教育推進会議幹事会 (書面会議　1/18〆切)
　　内容：小山市人権施策推進基本計画進行管理結果の報告及び事業評
　　　　　　価の承認について
①小山市人権教育推進会議　 (2/2開催)
　　内容：小山市人権施策推進基本計画進行管理結果の報告及び事業評
　　　　　　価の承認について
②小山市人権施策推進審議会　 (3回開催)
　　・７/30　　　小山市人権施策推進基本計画事業実績に係る委員意見
　　　　　　　　　　聴取
　　・9/28、29　事業実績に関する事業担当課ヒアリング（9課10事業）
　　・12/21　 　小山市人権施策推進基本計画進行管理に係る事業評価

執行額（千円）
②人権施策
   推進審議会
　　　　　　272

審議会委員
意見

【確認】新型コロナウイルスの影響で中止になった企画が多かった一方、オンライン方式に変更して開
催したものもあったようです。コロナが終息した後も、引き続きオンラインでの実施も継続できるよう
に思いますが、オンラインでの実施を妨げている要因は何でしょうか。
【要望】人権施策推進審議会で「新たな人権問題」についての研修会を希望します。

担当課回答

〇オンラインでの実施を妨げている要因としては、次のことが考えられます。
　・パソコンやスマートフォンなどの機器を所有していない。また、所有していてもやり方が分からな
い。
　・通信料が発生する。
　なお、今後はオンラインと会場での同時開催という手法もあるので、効果的に周知啓発ができるよう
検討してまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①小山市人権教育推進会議及び幹事会
　・1回開催：小山市人権施策推進基本計画進行管理結果の報告
　・3回開催：第4次小山市人権施策推進基本計画の策定に向けて
②小山市人権施策推進審議会（3回開催）
　・小山市人権施策推進基本計画進行管理に係る委員意見聴取、事業実績への評価
　・第4次小山市人権施策推進基本計画の策定に係る諮問
③第4次小山市人権施策推進基本計画（2022～2026）の策定

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｂ
小山市人権施策推進基本計画に係る事業実績報告について、計画通りに会議を
開催し、委員の講評を受けることができた。今後も引き続き各課の事業の取組
状況を把握して、進行管理を行う。

人権視点 各課が事業を実施する中で、人権意識の定着につながっていると考える

Ａ
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施策の方針
施策の方向

事業番号

90

自己評価の理由

様式１号
Ⅲ　推進体制

（２）国及び県との連携
①法務省、栃木人権擁護委員協議会、県人権・青少年男女参画課との連携・協力

新型コロナウイルスのため人権擁護委員との連携による啓発活動が縮小された
ため、予定通りに実施できなかった。

人権視点

施策名
○宇都宮地方法務局栃木支局、人権擁護委員など人権啓発活動に関わる機関との連携
　　協力
○人権教育・人権啓発に関する取り組みの情報提供

R2(2020)
年度事業実績

①宇都宮地方法務局栃木支局と連携した相談業務の実施
　　・子どもの人権ＳＯＳミニレター配布支援
　　・インターネット人権侵害事案の削除依頼　案件なし
②栃木人権擁護委員協議会との人権擁護委員活動の連携・協力
　　・委員事務研修会等の諸活動への協力
　　・中学生人権作文
　　・人権絵画募集依頼協力
③県人権施策推進室との人権啓発活動の連携・協力
　　・人権啓発活動地方委託事業（地域人権啓発活動活性化事業）
　　・人権の花運動：新型コロナウイルスのため人権講話を中止し、対象校に花苗
　　　のみを配布した。
　　　　小学校7校　（小山第三、若木、東城南、大谷北、間々田、豊田南、絹義務)
④栃木・真岡人権啓発活動地域ネットワーク協議会
　　・新型コロナウイルスのため会議は中止
◎新型コロナウイルス関連の偏見・差別・誹謗中傷に対する抑制を啓発
　　・栃木県知事と県内自治体の首長による「オールとちぎ宣言」の発信
　
　

執行額（千円）
③人権擁護委員
　協議会第二部
　会補助金
　　　　　　　１９６
③人権の花
　・花苗　　 105
　・球根　　　 ４１

90 担当課・係 人権・男女共同参画課　人権推進係　（黒川澄子・添野智子）

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①宇都宮地方法務局栃木支局と連携した相談業務の実施
　　・子どもの人権ＳＯＳミニレター配布支援　　・相談業務に関する指導依頼　　・インターネット人権侵害事案の削除依頼
②栃木人権擁護委員協議会との人権擁護委員活動の連携・協力
　　・委員事務研修会等の諸活動への協力
③県人権施策推進室との人権啓発活動の連携・協力
　　・人権啓発活動地方委託事業（地域人権啓発活動活性化事業）、人権の花運動
④栃木・真岡人権啓発活動地域ネットワーク協議会出席

新型コロナウイルスに起因する偏見・差別・誹謗中傷が多くあるため、その抑制を
する啓発を地道に行っていく必要がある。

Ｂ

第一次評価
(自己評価）

事業実績

Ｃ

審議会委員
意見

【要望】国及び県、栃木人権協議会等と連携・協力について取り組んでください。また、人権擁護委員の
委嘱の際には人権感覚と時間の調整が取れる人を推薦してください。

担当課回答

〇人権相談の解決や人権救済には初動が肝心であり、人権擁護委員及び法務局との連携が重要であ
　ると考えます。人権擁護委員には人権の見識が深く、相談者の要望を的確に捉え、解決につなげるこ
　とができるスキルを持っている方を推薦しております。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①宇都宮地方法務局栃木支局と連携した相談業務の実施
　　・子どもの人権ＳＯＳミニレター配布支援　　・相談業務に関する指導依頼
　　・インターネット人権侵害事案の削除依頼
②栃木人権擁護委員協議会との人権擁護委員活動の連携・協力
　　・委員事務研修会等の諸活動への協力
③県人権施策推進室との人権啓発活動の連携・協力
　　・人権啓発活動地方委託事業（地域人権啓発活動活性化事業）、人権の花運動（花苗配布のみ）
④栃木・真岡人権啓発活動地域ネットワーク協議会出席



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

91

審議会委員
意見

【要望】人権視点にあるように、獲得したスキルを市の人権推進に生かしてください。公民館の講座、
地域の出前講座、地域団体等に向けて人権の推進に努めてください。

担当課回答

要望：各種研修会を通じて得たスキル等を出前講座等で生かし、人権教育の推進に努めてまいります。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

県教育委員会と次のことを連携・協力
①下都賀地区人権フォーラム　5月31日
②人権教育市町担当者研修会（3回）　5/11   11/8   2/22
③県人権教育指導者専門研修（5回）
④県人権教育指導者スキルアップ研修　9月10日

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｄ

新型コロナにより二つの事業が中止となった。特に下都賀地区人権フォーラムは、例年多
くの保護者、教員、職員の研修の機会となっていが、開催されなかった。研修について
は、限られた数ではあるが参加し、啓発活動や学習会に生かすことができた。

人権視点 人権教育指導者スキルアップ研修では、参加型体験学習の手法について学ぶことができ
た。その後の学習会に取り入れ、参加者からの声も好評であった。また、人権講演会の講
話の内容は今日的な人権課題であり、公民館での学習に取り入れ、SOGIEの視点から
ジェンダー平等について考えることができた。

Ａ

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

県教育委員会と次のことを連携・協力
①下都賀地区人権フォーラム　5月28日
②人権教育市町担当者研修会（4回）　5/7（中止）   9/16   11/9   2/9
③県人権教育指導者専門研修（5回）
④県人権教育指導者スキルアップ研修　9月18日

R2(2020)
年度事業実績

県教育委員会と次のことを連携・協力
①下都賀地区人権フォーラム　5月28日※コロナ禍により中止
②人権教育市町担当者研修会（4回）
　　　5/7（中止）・　2/9（中止）
　　　9/16
　　　演題「ハンセン病に対する理解と偏見や差別のない社会を目指して」
　　　講師　五十嵐　泰之氏（栃木県保健福祉部健康増進課主査）
　　11/9演題「ジブンゴトで考えるSDGｓと人権」
　　　講師　熊倉　百合子氏（JICA栃木デスク）
③県人権教育指導者専門研修（5回）※中止
④県人権教育指導者スキルアップ研修
　　9/18講話、演習「人権教育における『ふりかえり』の方法と意義」
　　講師　栃木県人権施策推進審議会　会長　廣瀬　隆人　氏
⑤　栃木県総合教育センター主催人権講演会
　　9/25演題「人権が尊重された社会をつくるために
　　　　　　　　　～性の多様性をめぐる教育の課題と展望～」
　　　講師　渡辺　大輔氏（埼玉大学・基盤教育研究センター）

執行額（千円）

施策名
○宇都宮地方法務局栃木支局、人権擁護委員など人権啓発活動に関わる機関との連携協力
○人権教育・人権啓発に関する取り組みの情報提供

91 担当課・係 生涯学習課　人権教育係　（宮田　晃代・金森　宏）

様式１号
Ⅲ　推進体制

（２）国及び県との連携
①法務省、栃木人権擁護委員協議会、県人権・青少年男女参画課との連携・協力



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

92

（３）企業・団体等との連携

審議会委員
意見

担当課回答

Ｒ3(2021)
年度事業計画

①人権運動団体等が主催する講演会･研修会等の後援及び参加
　　　市職員の人権意識高揚のため参加を促進
②人権運動団体等と連携した相談事案の協議・解決
③啓発事業のメディアへの周知

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
人権問題に対する理解を促進する機会が少なかった。

人権視点

Ⅲ　推進体制

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
人権問題に対する理解と当事者意識を持つことが難しかった。

Ｂ

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

①人権運動団体等が主催する講演会･研修会等の後援及び参加
　　　市職員の人権意識高揚のため参加を促進
②人権運動団体等と連携した相談事案の協議・解決
③啓発事業のメディアへの周知

R2(2020)
年度事業実績

◎開催した研修
　　・部落解放愛する会県連研修会への市職員の参加：11/20-21　日光市　5名
    ・11/26　第22回栃木県ヒューマンライツセミナー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（NPO人権センターとちぎ主催）　6名
　
◎新型コロナウイルスのため中止及び不参加の研修等
　①下都賀地区人権フォーラム：令和3年度に延期
　②団体が主催する人権講演会及び研修会
　　・ 6月　第17回栃木県人権研究集会（部落解放同盟栃木県連合会主催）
　　・10月 人権講演会（部落解放愛する会栃木県連合会主催）
　　・2020年度連続講座「人権基礎講座」（NPO人権センターとちぎ主催）
　④特定職業従事者人権研修会（人権推進課主催）
　
②人権運動団体等と連携した相談事案の協議・解決
　　・生活相談員による巡回相談受付　1件

　

　

執行額（千円）
参加負担金等
　　　　　　　　19

①市民、企業、団体、マスメディア、ＮＰＯ、ボランティア等との連携

施策名 ○市民、企業、団体、マスメディア、ＮＰＯ、ボランティア等の自主的、主体的な活動との連携

92 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



小山市人権施策推進基本計画（2017～2021）に係る進行管理調書　

施策の方針
施策の方向

事業番号

93

審議会委員
意見

【要望】人権視点にあるように、獲得した知識、広げた見聞を市の人権推進に生かしてください。公民
館の講座、地域の出前講座、地域団体等に向けて人権の推進に努めてください。民間団体に対しても
講師としての出席をお願いします。

担当課回答

要望：各種研修会を通じて得たスキル等を生かし、出前講座等を通じ民間団体における人権教育の推
進に寄与したいと考えます。

Ｒ3(2021)
年度事業計画

○民間運動団体主催の研修会等への参加

第一次評価
(自己評価）

事業実績 自己評価の理由

Ｄ

　多くの研修会が新型コロナのため中止、または参加人数に制限があったため参加でき
なかった。しかし、人権啓発指導者養成研修では、例年は選択制で限られた講義しか受け
ることができなかったが、リモートであったため、全ての講義を視聴することができた。

人権視点 　限られた回数ではあったが、新しい知識を獲得したり、見聞を広げたりすることができ
る貴重な研修の機会となった。特に今年度は、リモートによる研修があり、例年よりも多
くの人権課題について学ぶことができた。また、そこで得た知識をその後の啓発活動や学
習会に生かすことができた。

Ａ

事　業　の　内　容

R2(2020)
年度事業計画

○民間運動団体主催の研修会等への参加

R2(2020)
年度事業実績

①人権啓発指導者養成研修会（リモートによる研修）
②部落解放愛する会栃木県連合会会員研修会（日光市）
③ヒューマンライツセミナー
④部落解放同盟栃木県連合会荊冠旗旗びらき
⑤人権センターとちぎ主催人権講座（リモートによる研修）

執行額（千円）

施策名 ○市民、企業、団体、マスメディア、ＮＰＯ、ボランティア等の自主的、主体的な活動との連携

93 担当課・係 生涯学習課　人権教育係　（宮田　晃代・金森　宏）

様式１号
Ⅲ　推進体制

（３）企業・団体等との連携
①市民、企業、団体、マスメディア、ＮＰＯ、ボランティア等との連携


