
様式第 2号 

補助金等成果報告書 

 

補助金等名 全日本同和会県連合会別府支部補助金 

団体等名 全日本同和会大分県連合会別府支部 

事業費 １，８９４，５０３円 補助金額 １，７７４，４９２円 

 

事
業
の
内
容 

（実施した事業内容を記入してください。） 

・全日本同和会主催の全国大会、研修大会への参加（東京・大阪外、計３名） 

・全日本同和会九州連合会主催の九州大会、研修大会への参加（大分、計４名） 

・人権相談会 懇談会（朝日大平山公民館 年３回） 

・身近な人権講座（市主催地区公民館 年４回） 

・県連各支部意見交換会及び、役員会（年１０回） 

 

成
果
目
標 

（「成果目標設定書」の内容を記入してください。） 

 同和問題をはじめ、あらゆる人権問題を解消していくため、行政と運動団体が連携し

て、人権尊重のまちづくりを目指し、同和問題をはじめ、あらゆる人権問題解消の展望

を開いていく。 

 

事
業
効
果 

（事業実施の結果、どのような成果や効果があったかを記入してください。） 

 会員が県内外で開催される研修会等に参加することにより、同和問題についての見識

を深め、行政と連携し同和問題解消に向けた活動に取り組み、地域住民一人ひとりの心

の中に差別を許さない心をしっかりと育み、人権感覚豊かなまちづくりに資している。 

（コロナ禍の中、参加者の人数制限・開催時間の短縮などを行い各大会を開催し参加す

ることで部落差別問題や各種人権問題に取り組めた。） 

 

自
己
評
価
等 

事業は計画どおりできましたか 
1できた         2 概ねできた 

3 あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 

事業の実施によって期待した効

果をあげることができましたか 

1できた         2 概ねできた 

3 あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 

その他評価する点、改善点、市に

対する提案・要望等 

「部落差別の解消の推進に関する法律」の成立により、部落

差別解消は自治体の債務として取り組んでいただきたい。 

※補助金等制度の運営の適正化や透明化の向上のため、この書類の内容は、市のホームページに公開します。 



様式第2号

補助金等成果報告書

補助金等名 部落解放同盟大分県連合会別府支部補助金 

団体等名 部落解放同盟大分県連合会別府支部 

事業費 2,518,140円 補助金額 2,426,000円 

事
業
の
内
容

(実施した事業内容を記入してください。)

部落解放同盟大分県連合会関係(大会、高校生・中学生友の会、青年部、委員会、

集会・会議、学習会等. 24回)

部落解放同盟中央本部関係等(大会、集会、学習会、会議等1 6回)

別府市主催会議等(人権問題啓発推進協議会、研修会、人権を擁護する審議会、 6回)

別府地区高等学校人権教育・部落差別解消研究会研究大会

部落解放共闘大分県民会議・地区会議関係(総会、学習会、会議等 8回)

部落解放・人権研究所主催事業等(講座、学習会、夏期講座、集会、研究会 2 0回)

大分県関係(2回)、別府支部会議(1 3回)

成 果 目 標 

(「成果目標設定害」の内容を記入してください。) 

行政と連携して、研修と啓発活動により支部同盟員の健全育成に努め、今も根強く残 

る被差別部落出身者への結婚差別や就職差別などの部落差別問題を中心とした、あらゆ 

る人権問題の解消に寄与する。 

事
業
効
果

(事業実施の結果、どのような成果や効果があったかを記入してください。)し

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全国各地で開催予定の大会や研修会の多く

が録画配信もしくは、オンラインでの開催となり、日頃からなかなか現地参加する事が

難しい高校生・青年・女性をはじめ多くの支部同盟員が録画配信またはオンラインにて

部落差別問題を中心とした人権問題の見識を深めることができた。また、行政と連携し

て研修や啓発活動をすることで差別のない明るい社会の形成に資している。

自 己“ 評 価 等 

事業は計画どおりできましたか 
1◆きた 2椀ねできた 

3あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 

事業の実施によって期待した効 1◆きた 2概ねできた 

果をあげることができましたか 3あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 

その他評価する点、改善点、市に 

「部落差別の解消の推進に関する法律」の施行により、部落 

差別解消のための施策実施が国及び地方公共団体の責務とな 

ったことにより、これまで以上に人権教育の充実と部落差別 
対する提案・要望等 

問題をはじめとするあらゆる差別解消の啓発・推進に努めて 

頂きたい。 

※補助金等制度の運営の適正化や透明化の向上のため、この事類の内容は、市のホームページに公開します。



様式第 2 号 

補助金等成果報告書 

補助金等名  別府市人権問題啓発推進協議会補助金 

団体等名 別府市人権問題啓発推進協議会 

事業費 ３，６９２，６７４円 補助金額 ３，６５０，０００円 

事
業
の
内
容 

（実施した事業内容を記入してください。） 

１ 「差別をなくす運動月間」の啓発活動 

（１）講演会の開催（令和３年８月２４日、別府市公会堂 大ホール、４８名） 

   新型コロナウイルス感染症予防対策のため、参加者を５０名以内とし、講演会の模様をＣＴＢで２回放

映し、さらに、講演会を収録した貸出用ＤＶＤを作成 

（２）横断幕の設置 

・差別をなくす運動月間（８月、市役所本庁・人権啓発センター） 

・人権標語（市庁舎北側） 

 「助けてと 言える環境 言う勇気」朝日中学校 ２年 須藤 由羽さん 

  （令和２年度別府市小・中学生「人権標語」別府市人権問題啓発推進協議会長賞） 

（３）広報誌「差別をなくす運動月間」特集号発行 

「差別をなくす運動月間」関係行事や身近な人権課題、登録型本人通知制度の紹介、 

人権擁護委員制度等について掲載し、市内の全世帯に配布 

（４）じんけんフィルムフェスタの開催 

新型コロナウイルス感染症対策をとりながら、２会場で実施（計３６名参加） 

８月６日 西部児童館、８月２５日 北部児童館 （紙芝居ＤＶＤを上映） 

２ 「人権週間」の啓発活動 

（１）人権啓発パネル・ポスター展 

   ・人権作品展示・人権ポスター展 

１１月２２日～２４日 ゆめタウン別府店にて、市内小・中学生による人権作品の展示 

・人権パネル・人権作品展示 

１２月３日～１０日 市庁舎１階受付前ロビーにて、市内小・中学生人権作品（ポスター、作文、標語）

等の展示、啓発ＤＶＤの上映、啓発冊子及びチラシ、啓発ポケットティッシュの配布 

３ 人権七夕展 

７月１日～７日 市庁舎１階通路にて 

人権問題啓発推進協議会会員による人権に関する短冊と、市民の自由記載による短冊を飾った笹を展示 

４ 特設人権相談所（人権･行政困りごと相談所）の開設 

８月１９日、１２月１５日 市庁舎会議室にて、大分人権擁護委員協議会別府地区会による人権相談所を 

開設した。相談件数は、合計１件 

５ 無料人権相談所の開設 

毎月第２水曜日に市庁舎会議室にて、大分人権擁護委員協議会別府地区会による人権相談所を開設した。 

相談件数は、合計２件 

６ 啓発資料 

小・中学生の人権ポスター及び標語優秀作品を掲載した「じんけんカレンダー」を１，１００部作成し、

幼、小、中学校の各教室、公共施設、自治会、放課後児童クラブ等へ配付した。また、「家庭の中で人権

を考える」ことを目的として改訂された「ヒューマンライツ」を、市内小・中学校児童生徒の保護者及び

教職員、放課後児童クラブ指導員、自治委員、民生委員児童委員へ配付するため１１，０００部作成し、

このうち１，０００部を協議会で印刷した。また、「新１年生用」も１，０００部作成し、配付した。 

７ 啓発物品の配布 

  部落差別解消推進法と部落差別問題に関する相談先等を印刷した除菌ウェットティッシュ１，０００個と

防災用ライトを購入し、８月の差別をなくす運動月間等に配布した。 

８ 教育・啓発活動 

市内外の企業・団体からの要請を受け、人権に関する研修会等に講師を派遣した。 

（１２団体、受講者５４７名） 

９ 別府市人権啓発センター事業 

（１）じんけんふれあい教室（計２回開催、参加者計２９名） 

（２）センターチャレンジ教室（計４回開催、参加者計５９名） 

（３）人権ミニ講座（計４回開催、参加者計６２名） 



 

成
果
目
標 

（「成果目標設定書」の内容を記入してください。） 

 本協議会の構成員である別府市・別府市教育委員会及び関係団体と連携し、人権に関する講演会や教育・啓

発活動を実施することにより、全ての市民の基本的人権が等しく尊重される社会を希求し、部落差別問題の解

決をはじめ、あらゆる差別の解消を図る。 

 

事
業
効
果 

（事業実施の結果、どのような成果や効果があったかを記入してください。） 

年間を通じて、人権に関する講演会や研修会、人権作品・パネル展示など、部落差別問題をはじめとしたさ

まざまな人権課題に対する教育・啓発活動を実施することにより、市民の人権意識の向上、問題意識の共有を

図ることに寄与した。 

 

自
己
評
価
等 

事業は計画どおりできましたか 
1 できた         2 概ねできた 

3 あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 

事業の実施によって期待した効果を

あげることができましたか 

1 できた         2 概ねできた 

3 あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 

その他評価する点、改善点、市に対す

る提案・要望等 

別府市、別府市教育委員会及び関係団体と連携しながら人権教育・啓

発活動を引続き実施していきたい。 

※補助金等制度の運営の適正化や透明化の向上のため、この書類の内容は、市のホームページに公開します。 

（４）市民人権講座（計６回開催、参加者計１２１名） 

（５）「センターだより」や壁新聞による情報発信（２ヵ月に１回） 

事業の告知及び人権課題の情報発信を行った。センターのある春木川校区の自治会の協力により、地域

住民への回覧も実施。壁新聞（カラー版）を作成し、春木川校区自治会、中部地区公民館、春木川小学

校、老人クラブ連合会等に配付した。 

（６）人権ミニライブラリー 

人権に関する学習・啓発教材等を、広く市民、企業（団体）、学校等へ閲覧、視聴、貸出することによ

って、人権意識・感覚の高揚を図った。ＤＶＤ５本購入 

貸出件数 ８４件 ※複数貸出あり（ＤＶＤ６８本、図書１６冊） 

（７）人権花壇の整備 

   別府市人権啓発センターの花壇を整備し、利用者の心が和む環境づくりを行った。 

（８）人権相談 

   部落差別問題をはじめとした人権問題に関する各種相談を電話や面接で受け付けた。 

相談件数は合計４件 

１０「人権の花運動」の取組 

大分地方法務局、大分人権擁護委員協議会別府地区会と連携しながら、令和３年度は、中部中学校での取

り組みの支援を行った。 

１１ 別府市人権教育・啓発実施計画の推進 

   令和２年度に実施した市民意識調査結果を基に令和３年度において全庁体制で実施計画を見直し「第４次

別府市人権教育・啓発実施計画」（令和３年度～令和７年度の５ヵ年）を策定、２７６項目について取り組

んだ。 

１２ 部落差別解消の推進に関する基本方針・実施計画の推進 

   平成２８年１２月１６日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されたことに伴い、本市で平成

３０年度に策定された「部落差別解消の推進に関する基本方針・実施計画」を推進するための事業を実施。 

 （１）モニタリングの実施 

    差別書込みのモニタリング（監視）を定期的に実施し、発見した場合は削除要請を行う。 

    削除要請回数４回 

 （２）自治会等ＤＶＤ研修の実施 

    新型コロナウイルス感染症予防対策のため自治会からの要請なし。 

１３ 部落差別解消のための教育推進基本方針・基本計画の推進 

   平成３０年より５ヵ年計画の「部落差別解消のための教育推進基本方針・基本計画」に基づいた取組を実

施した。まず、教育課程上の法的な位置づけ及び子どもの発達段階に応じた部落問題学習の位置づけは、全

学校で実施できた。また、具体的取組として、保護者・地域への啓発として、ヒューマンライツやじんけん

カレンダーを活用し、１２月の人権参観日等を実施。 



様式第2号

補助金等成果報告書

補助金筆名 令和3年度大分人椿掠護委員脇議会補助金 

団体等名 大分人権擁護委員協議会 

事業費 1,110,214円 補助金額 260,000円 

自 己 

事業は計画どおりできましたか 
1できた G)概ねできた 

3 あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 

事業の実施によって期待した効果を 1できた (∋概ねできた 

評 価 等 

あげることができましたか 
3 あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 

その他評価する点、改善点、市に対 する提案・要望等 
特になし 

※補助金等制度の運営の適正化や透明化の向上のため、この書類の内容は、市のホームページに公開します。



令和3年度会務報告
(令和3年4月1日一合和4年3月31日)

(1)総会・常務委員会・委員研修会・ネットワーク協議会

項 目 開催年月日 場 所 出席委員 内 容(実施予定) 

第1回 令和3年 法務局 10名 ①総会議事について 
常務委員会 4月16日 4階会議室 ②会務報告の内容について 

③委貝研修会について はか 

総会 令和3年 ソレイユ コロナ禍 ①令和2年度会務報告・収支決算報 
5月10日 により中 告・監査報告 

止 ②令和3年度事業計画案・予算案 
書面審議 審議 

③役員改選 ほか 

第2回 常務委員会 

5月10日 〃 〃 (D役員選出 

第1回 5月10目 ソレイユ コロナ禍 部会研修 

委員研修会 I 

によ り中 協議:①部会役員選出 
止 ②県連男女委員・子ども委員 
書面審議 商・障委員選出 

③活動計画 ほか 

第3回 9月l日 コロナ禍 ①専門部会年間活動計画 
常務委員会 で中止 ②人権サッカー教室について 

③全国一斉法務局休日相談所 
④九連理事会・総会報告 

⑤「人権擁護委員の日」特設相談所詰 
果報告 ほか 

第4回 10月 20日 ホルトホー 15名 ①専門部会活動状況について 
常務委員会 ル ②第2回委員研修会について 

③人権啓発フェスティバルについて 

④九運理事会・全速総会報告 ほか 

第2回 令和4年 ホルトポー コロナ禍 ○ アンケートによる4つグループで 
委貝研修会 1月28日 )レ で中止 の討議で,困りや問題を出し合い, 

意見交換をする。、 

○ コロナ禍における研修会を模索し 

グループ活動のみと考えた。 

県及び大 6月9日 法務局 コロナ禍 ①令和3年度における各機関の活動 
分・竹田地 4階会議室 で中止 予定と相互連携について 
域人権啓発 ②協議会における具体的活動計画 
活動ネット ③令和3年度人権啓発活動地方委託 
ワーク協議 享楽について 
A ミミ 令和3年度人権啓発活動活性化事業 

について はか 

県及び大 10月 20日 法務局 l名 ① 「第73国人権週間」行事にっいて 
分・竹田地 4階会議室 ②「人権の花」運動の進捗状況 
域人権啓発“ ②人権啓発活動地方委託事業につい 
活動ネット て 

ワーク協議 ③令和4年度人権啓発活動活性化事 
∠ゝ つミ 業について ほか 



(2)啓発活動

項目 人権啓発 開催年月日 ・11月27日 

場 所 出席委員 内 容 

ガレリア竹 17名 ・チラシや啓発物品配布 
フェステ 町広場 ・ウオークバルーン 
イパル 

・人権作文,「人権の花」連動の記録 

人権ポスター等の掲示 

・人権作文コンテスト表彰式 他 
人権週間 12月l目 トキハ前 14名 ・チラシや啓発物品配布 
街頭啓発 ・ウオークバルーン 

・報道関係者への対応 ほか 

人権サッ 

・11月12日 ・11月26日 ・12月16日 ・12月23口 

・大分市立 

1名 1名 2名1 l名 

・大分トリニータとの交流 
カー教室 八幡小 数グループに分かれてサッカーゲ 

(5,6年 52 ームを実施。 

人) 人権擁護委員から「SOSミニレク 
・別府市立 ー」「人権擁護委員」についての話を 
亀川l/ト ポスターを提示しながら話。 

(4年59人) ・“別府市立 上人小 (5,6年100 人) ・別府市立 大平山小 (1年44人) 

学校に掲示用のポスターを提供。 

庁舎での 人権週間 法務総合 ・ポスター,旗 
啓発 12月 4日- 庁舎1階 ・啓発物品展示,配布 

12月10日 

エントラン ス 

・チラシ’ 他 

「成果と課題」

○コロナ感染が今年も収まらず・委員が集まって会議をすることが不可能になってきた。

事務局は対応をどのようにするかを話し合い人権擁護謀と連携を図りつつ,最善の方法

を模索しながら進めてきたo感染人数を削こ注視し・場所や人数を考えながら様々な会
議や啓発活動を実施してきたeフェスティバル,街頭啓発,人権サッカー教室等がコロ

ナ対策を請じて実施できたのは・成果と考える。第2回委貝研修会もアンケートを実施

し小グループでの開催を試みたが・感染拡大と重なり断念せざるを得なかった。常務委
員会は1度だけ開くことができた。

○このような状況下での「人権相談」 「人権啓発」活動・委員同士の交流等はどうあればい
いか,常に考えさせられたl年間であった。



(3)事 務 局

『構 成』 会長, 事務局長, 事務局員(7人), 事務補助員 計10人

『開局日』 原則毎週水曜日

『活動内容』

(1)総会,常務委員会,委員研修会について

①日時,会場の設定,内容の検討 ②案内状の作域,発送
③資料作成・印刷, ④内容次第確認 ⑤開催準備 ⑥開催後の報告,総括,

(2)一部会,二部会,三部会について

①部会長との連絡調整(日程,会場,内容等) ②案内状送付(作成は部会長)

③資料作成 ④2年ごとの編成替え‥希望調査,決定(常務委員会で)

(3)会計運営について

①日々の会計処理(帳簿整理等,出金入金処理) ②啓発物の購入計画,選定

③その他の物品等の購入 ④各市補助金,助成金事務‥申請書作成等
(4)常駐相談,特設相談の当番表作成

①常駐当番表‥ 3ケ月毎 ②特設当番表‥ 1年分 ③委員の希望聴取

(5)会長との連絡調整

①日程の確認 ②内容確認 ③役割分担

(6)災害時緊急連絡網の作成,更新

①原則として携帯番号搭載 ②新任委員委嘱時(1月, 7月)に更新

③注意事項の更新

(7)文書整理

①各所からの文書の回覧, ②回答処理 ③簿冊綴じ

(8)人権だより作成

(9)その他・県連関係

①フェスティバル関係 ②新任委員・一次研修での講義 連絡 ③地区会関係

④ネットワーク協議会関係 ⑤スマホ・ケータイ安全教室関係 ⑥人権サッカー

教室関係 ⑦各市の協議会委員等の推薦事務 ⑧慶弔関係 他

『研修委員会旦

特別に研修委員会を設置せず年3回程度の事務局会を以て研修委員会としている。

①年間の方向性 ②2回目の研修会の内容等について(アンケート実施)

【成果と課題】

〇一人ひとりの事務局員が率先して業務を分担したり加勢したりして,協力態勢の

もと今年も大変なl年であったが,スムーズに進めることができた。

○昨年度の反省を踏まえ・研修会の内容をアンケートの実施で,課題別のグループ

研修を計画できた。感染状況により実施できなかったのは残念だった。

●各種の会が開催できなかった不足分を今後どう補っていくか,皆の知恵を出し合

って,活動の充実を図っていきたい。



(4)専門部全

篇一部会
(ア)部会

項目 開催年月日 場所 出席委員 内容 

し第1回 

令和3年 

5月10日 

ソレイユ (予定) 

中止 

部会研修(中止のため、以下の内容を書面に 
て周知) 

○部会役員の決定 
〇年間計画について 
・「人権の花」運動指定校 
・人権教室 

・全国中学生人権作文コンテストについて 
・子どもの人権SOSミニレターの取組み 
・子どもの人権110番 

第2回 
令和3年 

各市 
○市地区会ごとに開催 

6月22日・- 年間計画について はか 

_(イ)i人権の花」運動 
揚足 目 催年月日 出席委員 容音 

中部中学 校 

交付式 令和3年 

7月2目 
5名 指定書交付式 

終了式 
令和3年 12月23日 

3名 感謝状贈呈式 

挟間小学 校 

交付式 令和3年 

6月2日 
2名 指定書交付式 

終了式 
令和3年 12月7日 

4名 感謝状贈呈式と花植え 

(ウ)’人 権教室 
開催月日 

“

場所 出席委員数 

対象・参加数・内容 1年26名 ●

R3.9.2 吉野小、 3名 

紙芝居「ぼくのきもちきみのきもちi 2年17名 R3.9,2 吉野小 3名 

紙芝居「ぼくのさもちきみのきもちI 1年1組21名 R3.1l.15 森岡小 3名 

紙芝居「白い魚とサメの子i 1年2組18名 R3.11.15 森岡小 3名 

紙芝居「白い魚とサメの子i 2年1組19名 R3.1l.16 )ii添小 2名 

紙芝居「ぼくのきもちきみのきもちI 2年2組19名 R3.1l.16 川添小 2名 

紙芝居「ぼくのきもちきみのきもちi 5年1組31名 .R3.重l,19 鶴崎小 2名 

DⅦ「いじめはゼッタイタメi 5年2組31名 R3.11.19 鶴崎小 2名 

DⅧ「いじめはゼッタイタメi 1年160名 

R3.12.22 情報科学高校 4名 

入賞作品をドラマ化した人権啓発ビデオDⅧ「いじめ をなくすために、今」 

R3.7.2 中部中 5名 

全学年(1年リモート、2・3年対面) 

476名38名(職員) 「人権の花」運動指定喜交付式 

R3.8.12 

上田の湯いきい きサロン 
1名 

高齢者40名 「高齢者あんしん電話I 園児9名 R3.9.16 真愛幼稚園 1名 
紙芝居「アンパンマンi 



R3.重0.19 別府西中 1名 
3年 35名 

読み聞かせ「種をまこうl 

R3.11.26 亀川′ト l名 
4年 59名 

人権サッカー教室 6年35名 R3.12.9 山の手小 1名 

読み聞かせ「種をまこうi 幼児4名 

R3.12.20 にじの広場 1名 

(保護者4名) 

紙芝居「おおきくな-れ」 

紙芝居「やさしいおともだち」 指あそび 

R3.12.21 上人小 1名 
6年 48各 

人権サッカー教室 

R3.12.21 上人小 l名 
5年 50名 

人梼サッカー教室・ 3年149名 R3.12.23 中部中 3名 
「人権の花I運動感謝状贈呈式 

R3.12.23 大平山/ト 1名 
l年 47名 

人権サッカー教室 

R3.11.9 挟間小 2名 

5年105名 3名(職員) 

スマホ・ケータイ安全教室 
NTTリモート 

R3.11.9 挟間小 2名 

6年 78名 3名(職員) 

スマホ・ケータイ安全教室 
NTTリモート 

R3.1l.22 挟間小 3名 

3年 89名 6名(職員) 

DVD「いじめはゼッタイタメ」 の「世界を幸せにi 3・4年保護者35名 

R3.12.2 谷中 3名 DⅧ「いじめはゼッタイ タメ」 

CD「世界を毒せにi 

R3,12.7 挟間小 4名 
3年 89名 6名(職員) 

「人権の花i運動終了式 典江お茶の間サロン・(高齢者)9名 R4.2.1 奥江公民館 2名 
法務局冊子、紙芝居 

R3.11.30 福良丘小 2名 
2年 14名 

紙芝居「白い魚とサメの子i 2年30名 R3.12.2 野津小 .4名1 

紙芝居「白い魚とサメの子i 

(エ)子どもの人権SOSミニレター 

取組等 実施期日 担当委員 1内容 

取組への 
令和3年 

各市の部会委 
各市教育長、学校長に依頼 協力依頼 5月へ6月 回春 貝を中心に 

返事書き 6月一 
部会委員や常 駐当番委員 

・部会委員や常駐当番の委員が交代で返事の作成に当たっ た 

・返事は人権擦謹委員名で書く 

受理件数 令和4年3月31日現在 80通(県) 

※ミニレター返信にかかわっての研修を地区会ごとに実施した



◆大分協議会対応(令和4年3月31日現在)

○/ト中別

照 いじめ 友人関係 自身の悩み 家庭問題 その他 計 

小学生き 18 7 7 6“ 1 39 

中学生が o 3 3 3 1 10 

月 4 5 6 7 ‾8 9 10 11 12 1 2 3 計 

件数 1 0’ 35 6 2 2 0 0 l ’1 1 0 49 

(オ)第4〇回全国中学生人権作文コンテスト

①作文提出までの経緯

05へ6月にかけて各市教育委員会及び各中学校への依頼

○作文応募期限 9月6日(月)

②審査の経過
開催月日 場所 担当委員 内容 

R3.9.7 大分地方法務局 3名 人権作文審査事前準備 

R3.9.8 大分地方法務局 10名 人権作文第1次審査(1・2班) 

R3.9:9 大分地方法務局 11名 人橋作文第1次審査(3・4班) 

R3,9.10・- 9・17 

常務委員宅 13名 人権作文第2次審査 

⑧来年度の方向性についての検討会

開催月日 場所 出席委員 内容 

R3.12.1 大分地方法務局 
事務局長 ①検討委員会メンバー構成 
事務局員 ②検討すべき課題 
委員 3名 ③今後のスケジュール 

R4.1.24 大分地方法務局 
事務局員 ①中学校等への協力依頼について 
委員4名 ②審査の見通しについて 

(が全国一斉「子どもの人権110番」強化週間 
開催期間 会場 担当委員 内容 

令和3年 

大分地方法務 
各協議会 役員を中 

いじめ、暴行・虐待、体罰、インターネット 
′

8月27日 心に県連 
へ9月2日 局 として対 

月 の、 の の 

(3件) 
(土日を除く5日間) 

応 (10名) 



(キ)成果と課題

○大分市では、本年度はコロナ禍の中、人権教室を5枝で実施できた。′受け入れていただいた学校には感謝しています

○本年度、初めて高校で人権教室を行ったo最初は尻込みしていだが、 `・実施してよかった" ・・自
信が持てだ’というのが実感です

ODVD 「いじめをなくすために、今」は高校生にも受け入れられる内容になっていて、生徒の気持
ちを引き出すうえからも素晴らしい教材である

○本年度も、 「人権の花」運動指定校以外の学校での人権教室がほとんどできなかった。その中
で、人権サッカー教室や人権の花運動、朝の読み聞かせ等の機会を使って、限られた時間ではあっ
たが「SOSミニレター」などの啓発ができたことは次年度につなげられると感じた。

○由布市ではコロナ禍の中、感染状況を見ながら活動できた。学校側も協力的で、最大限、子ど
もたちの安全と学びの保障に取り組んでいただけた。

○谷′小学校の人権授業はPTAの期日に行ったo 「授業参観のはじめに3 ・ 4年生に来て-緒に参

加してください」と担任を通じてお願いをしたため、多くの保護者に参加していただけた。事後の
感想(保護者)で、子どもと一緒に学べたことがよかった、という主旨のものがあった。
最後に子どもたちと一緒に保護者も「人権体操」に参加してくれた。

<課題>

○コロナが終息し、 「スマホ・ケータイ安全教室」がリモートから対面になることを期待していま
す。

○今年もコロナ禍であったが、日頃から施設や学校等につながりを持っている委員が積極的に人権
教室に取り組んでくれたo人権教室実施にあたっては平素の関係を大事にしていくことが必要と感
じた。



第二部会

(ア)部会

開催日 場所 出席委員数 内容 

第工回 8月2日(月)工3;30 工工名 課長、4市代表委員と事務局員との今年度の活 

ホルトホール大分 動についての協議 

委員研修会 講師:藤本理恵委員 

第2回10月28日(木)10:00 11名 前期活動報告、後期活動計画の協議 

ホルトホール大分 委員研修会 長崎県のデートDV予防人権教室 

のマニュアルの配布と実践大 

第3回 2月7日(月)10:00 新型コロナウイルス感染まん延防止発令のため 

ホルトホール大分 書面協議 1 

(イ)企業訪問 

○新型コロナウイル感染防止のため中止

08月6日(金)社会福祉事業団令和3年度統括育成研修の諾師受託

(ウ)デートDV予防人権教室

○単独での教室開催はできなかったが、実践する際に参考となる長崎県連作成のテキストを活用し2人1組で
ロールプレイ研修を行った。

(ェ)女性の暴力追放強化月間

○皿大分駅前での啓発活動に部会長参加

(オ)全国一斉「女性の人権ホットライン」の取り組み

○実施期間11月12日(金)一18日(木)強化週間 ※土・日は福岡県連担当

大分協議会は初日の1 1月12日(金)を担当

《結果か

大分県内相談件数 j12件 全国一斉相談件数 

i827件 i95件 i61件 き57件 !l件 

(内訳)その他 12件 (内訳)暴行・虐待 

i 

強制・強要 

i ストーカー・セクハラ・差別待遇 

私事性的画像記録 

l 

) 

その他 ̃613件 

(カ)研修等について 

〇第7 3国人権週間「ヒューマンフェスタ2021おおいた」参加

○令和3年度DV相談員等実務研修会(2/28) ZOO棚で委員3名が参加

01 1月2 9日(月)福岡法務局ブロック管内男女共同参画問題研修会オンライン勃ロ

(キ)成果と課題

○成果として

部会は、他県のテキストを活用し委員研修を充実させたoまた、オンライン研修に参加するなど委員のスキル
アップを行うことができた。

「女性の人権ホットライン」の取り組みの認知度が低く、 DV相談と周知においてば若い世代にはほとんど伝わ
っていない。広報活動の工夫が必要である。



纂三部会

(ア)部会・研修

項 目 開催年月日 場 所 出席要員 内 容 

第1回 

8月20日(金) ※コロナ禍のため 

人権擁護諜 4名 ・6月30日(水)精催予定であった 

部会 人権委員室 が8月20目に延期、その後再度感染 

急拡大で事務局と委員で協犠・決定 

事務局と委員で協議 ・役員選出、決定・年間活動計画 

・高齢者めんしん電話の取組計画 

「高齢者 9月14日(火) 人権農技課 相接要員 広報活動・・・パンフレットを作成 

めんしん -9月宣6日(木) 相接室 6名 ・各市萩に掲載 

電話」相談 9:00へ16:00 ・各市、公民館にパンフ配付 

・高齢者関係機関等に配付、掲示 

・報道関係各社に依頼 

相接件数31件(昨年は13件) 

内容:梱脇田、家族関係、施設等 

曇行虐待・諌壊関係・その他 

部会研修 11月25日(木) ホルトホール
音 

14名 龍演会:障害者の人権擁龍に向けて 

10:00-11:30 

大分 I 

講師:大分市障害縛祉繰 

主査 奈須 正博 氏 

演題:「障害者の人権擁護に 

向けて」 

ー障害者差別解消法の理鰐と動向へ 

・大分市障害者自立支援協織会組織 

・障害者差別鰐泊法の考え方 

・合理的配慮・雇用分野差別の寮止 

部会協轍・報告 

・高齢者めんしん富商の取組報告 

・今後の活動予定 

寮2回 令和4年2月24日(木) 令和3年度纂三部会のまとめ作成 

部会 

※コロナ禍のため 中止 



(イ)高齢者(施設)訪問・人権教室

○施設訪問はコロナ禍でなし

○高齢者人権教室

開催年月日 場 所 参加者数 内 容 

人権教室(1) R3年9月9日 別府市上田の、 40名 ・イキイキサロンで高齢者虐待等、 

10:00・- 公民館 めんしん電話チラシ配付説明 

人権教室(2) R4年1月6日 

高齢者施設 おひさよ (佐賀関) 

15名 ・施股職員を対象に同和問題講話 

人権教室(3) R4年2月1日 由布市 9名 高齢者の人権について楽しく学ぼう 

15:00・- 湯布院町川西 ・お茶の間サロンで紙芝居や手遊び 

奥江公民館 等により身近な人権を楽しく学んだ 

(ウ)成果と練趣

く成果〉

●コロナ禍の中・高齢者めんしん電話相談、部会研修など、限られた範囲での活動を行った。

特に・高齢者めんしん電轄相接では、昨年度に比へ新聞、テレビ等の広報活動の充実により

相談件数が倍増するという成果があった。次年度につなげていきたい。

・部会研修は・ちょうどコロナ禍が収まった時に、広い会場で感染対策を十分にした上で開催

できてよかった。 「晴害者の人権擁瞳に向くすで」の研修を深めることができた。

●啓発活動としての重要性から、高齢菩対象の「人権教室」を位置づけることができた。

人権教室は、今後も糠極的に取り組みたい。

く課題〉

・コロナ禍で部会が持てず計画書・報告書など十分に模討できなかった。

・企業、施設訪問ができなかった。



令和3年度持般人権椙鹸所開披結果
時間午請1 〇時一午畿3鴫まで

漢二〇〇〇 
"""""""〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇i"l〇〇〇〇〇 

「 
5月25自 火 青大分公民館 研修室1・2 佐藤(豊) 0 

e月1口 火 ホルトホール ヒューレ大分 石井"市ヶ谷・岡野 1 

6月1日 火 却府市便所 中止 

e月1自 火 塵内公慶館 捜室 後藤・森山’ 0 

7月8日 本 
ラックホール くさ持寄優断 番持続青書) 

会議室1 江藤・足利・阿部(好) 1 

7月15日 木 重職支所 貸食糧室2 太田"責珠 0 ○ 

7月2〇日 木 坂ノ市公民館 視聴覚室 伊東・藤本 1 

8月18日 水 ホルトホール ヒューレ大分 植木・佐藤(絵) 1 

8月1〇日 木 別府市優所 5陪大会議室 安達"松本"伊藤〇号崎 1 ○ 

8月1〇日 木 野青原公毘館 調埋真電室 麻生・工藤 0 

〇月2日 本 はさま未来館 申研修室 丸野・梶野"安部 0 

9月1e白 木 種田支所 貸会議室2 河野(み)・佐藤(豊) 2 

10月7日 本 嘱治照輝公民競 研修室Ⅱ 阿部(三)・和田 2 

10月21白 木 佐貫調公民館1 研修室「 上野・藤本 1 ○ 

11月〇日 火 種田支断 貸会議室2 麻生・軸丸1 0 ○ 

工1月11日 本 大在公犀館 会議室 河野(み)・阿部(三) 1 

12月1日 水 大意公民館 研修室A 池永・後藤(智) 0 

12月15日 水 別府市優所 1糖 レセプションホー 

ル 
徳田・佐藤(久)・神宮・児玉 0 ○ 

1月13日 本 後場支所 貸会議室2 太田・嬉野 0 ○ 

1月20日 木 ボルトホール ヒューレ大分 岡野・市ヶ谷 1 

2月3日 木 嘱治田野公民館 研修婁Ⅱ 伊東・溝口 0 



「スマホ・ケータイ安全教室」

開催年月日 学校名、 講演種類 出席委貝 人数 

R3.6.14 

大分県立 大分商業高等学校 
オンライン 1名 

1-3年 
720 

教職員 30 

合冊 750 

R3.6.29 

大分県立 大分豊府中学校 
オンライン 1名 

中学校1-3年 
354 

教職貝 23 

合議 377 

R3.7.9 大分市立王子中学校 オンラインー 1名 

1年 
210 

教職貝 20 

保撞者 200 

合計 430 

R3.7.16 大分市立竹中中学校 オンライン 1名1 

’1-3年 
50 

1教職員 10 

合冊 00 

R3.10,15 

大分市立竹中中学校 二豊学田分校 
来校 1名 

1̃3年 
15 

教職貝 13 

合議 28 

R3.11.9 由布市立挟間小学校・ オンライン .2名 

5-6年 
183 

教職員 6 

合冊 

189 404 

R3.12.7 大分市立大分西中学校 オンライン 1名 

1-3年 

教職員 33 

含討 437 

R3.3.4 

私立大分中学校 スポーツクラス 
オンライン 1名 

3年 
35 

教職員 .3 

合計 38 

総 計 
2309人 

※実施校は・平成29年度に始めた6校から次第-こ増加している○令和元年度は1 2椴、令和

2年度は1 3校・令和3年度は8校実施である。コロナ禍のため、 1校を除く学校が遠隔(リモート)

型での教室である。

遠隔型教室では・人権陳撞委員の役割がますます重要になってきている。近隣の学校で

実施される場合は・ 1 〇分程度の講話ですので・担当要員の方々のご協力をお願いし封。



様式第2号

補助金等成果報告書

補助金等名 別府市人権教育・部落差別解消推進研究会補助金 

団体筆名 別府市人権教育・部落差別解消推進教育研究会 

事業費 2,476,712円 補助金額 450,000円 

事
業
の
内
容

(実施した事業内容を記入してください。)

定期総会

別府市人権教育・部落差別解消推進研究大会

進路保障に関する取り組み 部落問題学習・教育内容づくりに関する取り組み

会報の発行

研究局会議・研修会

成
果
目
標

(「成果目標設定書」の内容を記入してください。)

さまざまな差別の現実から学んだことを個人だけでなく各校に広める。

各校で授業研究やレポート討議を進めていくことで、子どもに寄り添い、子どもから

のかすかなサインを見逃さない感性を磨き、子どもの姿から自分の実践を振り返る。

1つひとつのレポートを学校全体で、検討したり互いの実践を話し合ったりする中

で、差別の実態や背景を的確にとらえ、解決に向けた具体的な実践につながるよう、各

校、各ブロックでのつながりを大切にしていく。

(事業実施の結果、どのような成果や効果があったかを記入してください。)

別府市人権教育・部落差別解消推進大会は新型コロナウイルス感染拡大防止のため書

面での開催となったが、 1つのレポートを学校全体・各ブロックで検討し、互いの実践

を話し合ったりする中で、お互いのつながりを深めることができた。 「進路保障学習会」

「部落問題講演学習会」 「授業づくり学習会」を開催し、研修の場を設けることができ

た。実践記録集や会報により、研修会で学習したことの還流を行い広めることができた。

自 己 

事業は計画どおりできましたか 
①できた 2概ねできた 

3あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 

事業の実施によって期待した効 ①できた 2概ねできた 

評 価 等 

栗をあげることができましたか 3あまりできなかった 4 ほとんどできなかった 

その他評価する点、改善点、市に 
人権教育・部落差別解消推進教育に対する教員研修 

の充実のため、来年度も引き続き補助金を要望した 
対する提案・要望等 

いと思う。 

※補助金等制度の運営の適正化や透明化の向上のため、この事類の内容は、市のホームページに公開します。
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