
 

令和 2年度 第 2回白山会館運営委員会次第 

 

 

日時：令和 2年 9月 25日（金） 

  午前 10時～  

会場：白山会館 1階 多目的集会室 

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 委員長あいさつ 

 

 

３ 議  事 

 

（1）令和 2年度 上半期事業の報告について             資料 1 

 

 

（2）令和 3年度 社会同和教育事業について             資料 2 

 

 

（3）白山会館開館 50周年記念事業について              資料 3 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉  会 
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令和 2年度上半期事業（4月～8月）事業の報告について 

 
１ 白山会館事業 
⑴ 人権教育推進事業 

① 小・中学生学習会 

学習会の参加を通して進路保障につながる学力の向上や仲間づくりを進め、差別に負け 

ない子どもを育てることを目的に、毎週 2回、白山会館で小中学生を対象とした学習会を 

開催する。 

 

※新型コロナウイルス感染症防止のため、7月から開始した。 

   ・感染症防止対策として、当日の検温や手指の消毒、マスク着用、換気等を行い、各回

終了後は清掃・消毒作業を実施している。 

    ・小学生学習会は、当面の間遊びの時間をなくし、時間を 30分短縮して午後 5～6時 

までの活動としている。 

  

 対象者数 曜日 時間 

小学生 5人 水・金曜日 

17:00～18:30 

※当面の間、17：00～18：00 

（遊びの時間はなし） 

中学生 2人 火・木曜日 
19:00～21:00 

※冬季は 18:30～20:30 

 【8月までの実績】 

小学生学習会…開催回数 9回 参加延べ人数 31人（ほか、講師 17人） 

中学生学習会…開催回数 6回 参加延べ人数 24人（ほか、講師 12人） 

※学習会の参加人数には、対象者だけではなく、対象者の友人等も含まれている。 

 

② 教職員等現地学習会  

同和問題に対する正しい理解と認識を深め、人権教育における指導者としての資質向上 

を図ることを目的に、現地学習会を実施する。（講師は部落解放同盟上越支部より派遣） 

 

※新型コロナウイルス感染症防止のため、7月から開始した。 

    ・夏休み期間までは、参加校を上越市内の小・中学校及び高等学校等に限定して実施。 

・参加人数は各回 30人以下としている。 

・市外の学校等は、9月以降から実施する。 

    ・感染症防止対策として、手指の消毒やマスク着用、講師用のアクリルボードの設置、

換気等を行い、各回終了後は清掃・消毒作業を実施している。 

 

【8月までの実績】 

開催回数 32回 参加延べ人数 705人（ほか、講師等 83人） 

（参考）昨年度 8月末までの実績 

    開催回数 45回 参加延べ人数 2,050人（ほか、講師等 108人） 
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【参加状況】（8月まで） 

○市内の学校 

小学校    49校（464人） ※附属小学校を含む 

中学校    19校（146人） ※附属中学校を含む 

        高等学校    4校（ 34人） ※直江津中等教育学校を含む 

     特別支援学校  0校（  0人） 

 

○市外の学校等  0校（ 0人） 

 

○市町村行政・県行政・他団体等 

市内 1団体 2回開催（43人） 

     市外 1団体（18人） 

 

③ 人権に関する図書・ビデオの設置 

人権に関する図書、資料等を購入し、白山会館所蔵図書の充実を図る。 

○購入数   ・図書 17冊（別紙 1のとおり） 

○設置数   ・図書数 514冊 

 ・ビデオ、ＤＶＤ数 42巻 

 

  ④ その他 

     すげ笠づくり講座 

※新型コロナウイルス感染症防止のため、第 1 回の活動（7 月・小千谷市でのすげ刈り）

は中止とした。  

第 2・3回の活動（令和 3年 1～2月・東本町小学校でのすげ笠づくり）は今後、関係者

と協議を重ね、実施の可否を検討する。 

 

⑵ 地域交流事業 

  ※新型コロナウイルス感染症防止のため、バスハイキングともちつき大会は、飲食を伴う

ことや、3密を避けられない等の理由から、いずれも中止とした。 

 

⑶ 貸館事業 

   白山会館の利用の拡大を図る。 

 

【8月までの実績】 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

利用内容 回数（回） 人数（人） 

白山会館運営委員会（書面会議） 0 0 

小中学生学習会 15 84 

現地学習会 32 788 

運動団体 2 24 

町内会、子ども会等 8 74 

その他（新潟県地域改善事業事務） 4 4 

合計 61 974 
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２ 市民啓発事業 
⑴ 研修会の開催 

① 人権を考える講話会 

3年間で市内全小学校区で講話会の開催を計画している。学校、ＰＴＡ・町内関係者、 

地域青少年育成会議等、地域の組織の協力を得て開催している。 

令和 2年度は 16小学校区で実施予定。 

 

※新型コロナウイルス感染症防止のため、9月から開始した。 

    ・感染症防止対策として、マスク着用、講師用のアクリルボードを設置しているほか、

開催校が手指の消毒や換気、各回終了後の清掃・消毒作業等の対策を行っている。 

 

【年間予定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 人権を考える講話会（講師派遣事業） 

各機関、団体からの要請に応じ、当課社会教育指導員を講師として派遣し、人権問題に

関する研修会を実施する。 

 

※新型コロナウイルス感染症防止のため、9月以降から申込みを受付けている（現在申込

みなし）。 

 

⑵ 研修会への参加 

各種研修会に職員を積極的に派遣し、職員の資質向上を図り、その成果を社会同和教育

行政の推進に役立て、市民啓発にあたる。 

 

※新型コロナウイルス感染症防止のため、主要な研修会等はすべて中止となっている。 

※10月以降の研修会等予定については別紙 2のとおり。 

回 開催日 小学校区 
参加 

人数 
回 開催日 小学校区 

参加 

人数 

1 9月 8日 東本町小学校 43 9 11月 17日 明治小学校  

2 9月 9日 古城小学校 22 10 11月 18日 稲田小学校  

3 9月 11日 大手町小学校 30 11 11月 19日 三郷小学校  

4 9月 30日 美守小学校  12 12月 11日 下黒川小学校  

5 10月 2日 豊原小学校  13 2月 5日 高士小学校  

6 10月 13日 春日小学校  14 2月 9日 中郷小学校  

7 11月 6日 和田小学校  15 2月 24日 針小学校  

8 11月 17日 諏訪小学校  16 日程調整中 有田小学校  

      



№ 図書名 出版社 著者

1
人種差別に終止符を　2018年国連の日本審査と
NGOの取り組み

解放出版社 反差別国際運動編

2 ネット暴発する部落差別 解放出版社 北口末広

3
人権教育への招待　ダイバーシティの未来をひら
く

解放出版社 神村早織・森実編著

4 全国のあいつぐ差別事件　2019年度版 解放出版社
部落解放・人権政策確立
要求中央実行委員会編

5 被差別部落の真実 にんげん出版 小早川明良

6 「差別はいけない」とみんないうけれど。 平凡社 綿野恵太

7
激変する社会と差別撤廃論　部落解放運動の再構
築に向けて

解放出版社 北口末広

8 人権ってなんだろう？ 解放出版社
アジア・太平洋人権情報
センター編

9 世界中の子どもの権利をまもる30の方法 合同出版
国際子ども権利センター
＋甲斐田万智子編

10 部落問題学習の授業ネタ３ 解放出版社
部落問題学習ネタつくろ
う会編

11 部落差別解消推進法を学ぶ 解放出版社 奥田　均

12 ネットと差別扇動　フェイク/ヘイト/部落差別 解放出版社 津田大介ほか

13 はじめて学ぶLGBT　基礎からトレンドまで ナツメ社 石田　仁

14 復興？絆？　福島の今 解放出版社 大沼淳一・吉原直樹著

15
担任力がそだつ　教室発学級づくり実践論　総集
編

解放出版社 磯野雅治

16 格差と不平等を乗り越える教育事始 解放出版社 外川正明

17 「共生」を求めて　在日とともに歩んだ半世紀 解放出版社 田中宏著/中村一成編

令和２年度　白山会館新規購入図書一覧
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令和 2年度 主な研修会・集会日程一覧（予定） 
 

※ 新型コロナウイルス感染症予防対策のため、現時点で中止が決定している研修会・

集会があります（その他の研修会・集会についても、今後中止または延期される

場合があります）。 
 

【中央本部関係】 

 
【県連関係】 

 

【県人権・同和センター関係】 

研修・集会名 日時 会場 

人権・同和教育啓発推進講座 

越佐にんげん学校 

（全 11回中 2回予定） 

第 2講座 7月 9日 
上越市 リージョンプ

ラザ上越 

第 4講座 7月 30日 
妙高市 あらいふれあ

い会館 
 

【市教育委員会関係】 

研修・集会名 日時 会場 

同和問題現地研修会 7月 15日 
(※市教委への転入職員のみ) 

上越市 白山会館 

同和問題研修会 11月 6日 
上越市 リージョンプ

ラザ上越 

同和教育研修会 11月 13日 上越市 東本町小学校 

 

研修・集会名 日時 開催地・会場 

第 52回東日本研究集会 7月 2日 ～3日 群馬県みなかみ町 

第 65回関東女性集会 8月 29日～30日 群馬県みなかみ町 

第 72回全国人権・同和教育研究大会 
10月 31日 

～11月 1日 

上越市 リージョン

プラザ上越ほか 

研修・集会名 日時 会場 

第 37回県連定期大会 5月 17日 新潟市 新潟会館 

第 6回就職差別撤廃新潟県集会  6月 2日 
新潟市 新潟ユニゾ

ンプラザ 

部落解放第 37回新潟県研究集会 8月 29日 新潟市 新潟テルサ 

第 2回新潟県人権保育者集会 10月 10日 南魚沼市 

「いのち・愛・人権」小千谷展 

（25日の開会セレモニーに参加予定） 

11月 25日 

～12月 1日 
小千谷市 

部落解放同盟新潟県連合会上越支部 

旗開き 
令和 3年 1月 上越市 高陽荘 

部落解放同盟新潟県連合会荊冠旗開き 令和 3年 2月上旬 新潟市 
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※中止 

※中止 

※中止 

※来年度
に延期 

※中止 

※中止 

※中止 

※中止 

※中止 



令和 3年度 社会同和教育事業について 

 

 

１ 実施事業について 

⑴ 白山会館事業  

・小中学生学習会 

・教職員等現地学習会 

・人権に関する図書・ビデオの設置 

・地域交流事業 

・貸館事業 

 

⑵ 白山会館管理運営事業 

 

⑶ 市民啓発事業 

 ・人権を考える講話会（小学校区巡回、講師派遣） 

・各種同和教育研修会への参加 

 

 

 

 

 

２ 白山会館修繕の要望について 

資料 2 



白山会館開館 50周年記念事業に向けた準備委員会の発足について（案） 

 

 昭和 47年設置の白山会館は、令和 4年に 50周年を迎える。ついては、今年度から 50周年記念

事業の内容を検討する準備委員会を発足する。 

 

１ これまでの記念事業 

 ○ 30周年記念 

   ・平成 14年 1月 準備委員会発足 

   ・平成 14年 5月 実行委員会発足 

   ・記念事業 

    【開催日】平成 14年 10月 6日（日） 

    【場 所】上越市市民プラザ 

    【内 容】記念式典、記念講演会、記念祝宴、記念誌及び年表の作成 

 ○ 40周年記念 

   ・平成 24年 2月 準備委員会発足 

   ・平成 24年 4月 実行委員会発足 

   ・記念事業 

     【開催日】平成 24年 10月 14日（日） 

     【場 所】高陽荘 

     【内 容】記念式典、記念講演会、記念祝宴、記念誌及び年表の作成 

 

２ 開催までのスケジュール 

 ○ 準備委員会の発足（令和 2年度） 

   ・構  成 白山会館運営委員会、部落解放同盟上越支部、北本町 4 丁目町内会、上越市、

上越市教育委員会 

   ・開催時期 令和 2年 11月、令和 3年 2月 

    ・検討内容 開催日時、会場、事業内容 

   ・予  算 白山会館事業 34千円 

 ○ 実行委員会の発足（令和 4年度） 

   ※令和 3年度は、引き続き準備委員会として事業の検討を進める。 

令和 4年度に準備委員会の構成員を実行委員会委員として委嘱する。 

 ○ 50周年記念（令和 4年） 

資料 3 ① 



白山会館開館 30・40周年の準備委員会・運営委員会の構成及び 50周年（案）について 

 30周年 40周年 50周年（案） 

準
備
委
員
会 

＜委 員＞ 

・中村忠雄（白山会館運営委員長） 

・嶋田守雄（上越支部書記長） 

・浦沢誠（上越支部会計） 

・牧野守（上越解放新聞読者会） 

・岩片和義（城北中同和教育推進教員） 

＜市＞ 

・加藤淳一教育長 

・福田伊治副課長（学校教育課） 

・伊藤正一課長、木村尚子副課長、高橋保夫係

長、福山亮主任（社会教育課） 

＜委 員＞ 

・寺田喜男（白山会館運営委員長） 

・中村忠雄（白山会館運営委員） 

・渡辺秀明（上越支部長） 

・嶋田守雄（上越支部書記長） 

・山田定夫（北本町 4丁目町内会長） 

・渡邉卓司（東本町小教諭） 

・堀川賢（城北中教諭） 

＜市＞ 

・上野課長、《笹川正智課長》、《太田徳夫副課

長》、牛木浩太郎係長、沢田繁（係長・主任）、

《穂刈麻記子主任》、本田指導員、《保坂和彦

指導員》、小出孝一郎指導員（生涯学習推進

課） 

・池田龍夫室長、平田彰治係長（同対室） 

・丸山睦子管理指導主事（学校教育課） 

＜委 員＞ 

・白山会館運営委員長 

・白山会館運営委員 

・上越支部長 

・上越支部 

・北本町 4丁目町内会長 

・東本町小教諭 

・城北中教諭 

＜市＞ 

・社会教育課 

・人権・同和対策室 

・学校教育課管理指導主事 

【第 1回】H14.1.28 

・開催日時、記念事業内容、開催方法などの検

討 

【第 1回】H24.2.16 

 ・開催日時、会場、日程、記念事業内容などの

検討 

【第 2回】H24.4.23 

 ・記念事業計画及び予算について 

・実行委員会の規約および構成について 

＜令和 2年度＞ 

【第 1回】R2.11頃 

 ・開催日時、会場、日程、記念事業内容などの

検討 

【第 2回】R3.2頃 

 ・事業内容の検討 

記念式典、講演会、記念祝宴、記念品 

・来年度予算について 

実
行
委
員
会 

＜委 員＞ 

・委員長：中村忠雄（白山会館運営委員長） 

・副委員長：嶋田守雄（上越支部書記長） 

・浦沢誠（上越支部会計） 

・石戸知行（北本町 4丁目町内会長） 

・佐藤敦史（城北中同和教育推進教員） 

・高原庸一（東本町小同和教育推進教員） 

・牧野守（上越解放新聞読者会） 

＜市＞ 

・加藤淳一教育長 

・福田伊治副課長（学校教育課） 

・細谷信夫室長、服部健夫係長（同対室） 

・伊藤正一課長、植木卓副課長、樋口治係長、

笹川斉係員、野坂公子係員、本名正幸係員（生

涯学習課） 

＜委 員＞ 

・委員長：寺田喜男（白山会館運営委員長） 

・副委員長：渡辺秀明（上越支部長） 

・監事：齋藤俊夫（城北中教諭） 

・中村忠雄（白山会館運営委員） 

・嶋田守雄（上越支部書記長） 

・山田定夫（北本町 4丁目町内会長） 

・加藤京子（東本町小教諭） 

＜市＞ 

・池田龍夫室長、平田彰治係長（人権・同和対

策室）、 

・丸山睦子管理指導主事（学校教育課）、 

・笹川正智課長、太田徳夫副課長、牛木浩太郎

係長、沢田繁係長、穂刈麻記子主任、小出孝

一郎指導員、保坂和彦指導員（生涯学習推進

課） 

＜委 員＞ 

・白山会館運営委員長 

・白山会館運営委員 

・上越支部長 

・上越支部 

・北本町 4丁目町内会長 

・東本町小教諭 

・城北中教諭 

＜市＞ 

・社会教育課 

・人権・同和対策室 

・学校教育課管理指導主事 

【第 1回】H14.5.8 

・委嘱状の交付 

・委員長、副委員長の選出 

・記念事業について 

・事業内容の検討 

   対象者、内容、会場、記念誌の内容 

【第 2回】H14.6.21 

・式典の進行、来賓・対象者の確認 

・記念講演会の内容検討 

・記念祝宴の形式について 

・取組年表及び記念誌の内容検討 

【第 3回】H14.8.12 

・年表の内容確認 

・案内送付先確認（来賓・対象者の再確認） 

・依頼内容の検討（式典の役割分担、寄稿文依

頼など） 

【第 4回】H14.10.2 

・タイムスケジュールと役割分担確認 

・シナリオの検討 

【第 5回】H14.11.1 

・事務局報告（実施・決算） 

【第 1回】H24.4.23 

・委嘱状の交付 

・委員長、副委員長、監事の選出 

・事業内容の検討 

  記念式典、講演会、記念祝宴 

【第 2回】H24.6.25 

・スケジュールについて 

・事業内容の検討 

来賓及び対象者の検討、記念式典、講演会、

記念祝宴（会費、形式、内容、スピーチの人

数及び依頼者） 

【第 3回】H24.7.18 

・予算について 

・事業内容の検討 

来賓及び参加者の検討、式典・講演会・記念

祝宴、タイムスケジュール・当日役割分担、

リーフレット・当日式典しおり 

【第 4回】H24.9.11 

・事業内容の検討 

来賓及び参加者の案内状送付先報告、式典・

講演会・記念祝宴（タイムスケジュール、当

日役割分担、事業内容、当日会場レイアウ

ト）、リーフレット・当日式典しおり（レイア

ウト及び内容） 

【第 5回】H24.12.11 

・事務局報告（実施、決算見込、式典・講演会

報告書の作成状況） 

＜令和 3年度＞（準備委員会） 

【第 3回】R3.5頃 

・事業内容の検討 

記念式典、講演会、記念祝宴、記念品 

【第 4回】R3.9頃 

・事業内容の検討 

記念式典、講演会、記念祝宴、記念品 

・来年度予算について（市予算、実行委交付金） 

【第 5回】R4.2頃 

・事業内容の検討 

記念式典、講演会、記念祝宴、記念品 

・来年度予算について（市予算、実行委交付金） 

・実行委員会の規約および構成について 

 

＜令和 4年度＞（実行委員会） 

【第 1回】R4.5頃 

・委嘱状の交付 

・委員長、副委員長、監事の選出 

・事業内容の検討 

来賓及び参加者の検討、式典、講演会、記念祝

宴（会費、形式、内容、スピーチの人数及び依

頼者） 

・記念品冊子等の最終校正 

【第 2回】R4.7頃 

・事業内容の検討 

来賓及び参加者（最終決定）、式典等のタイム

スケジュール、リーフレット・当日式典しおり 

・記念品冊子等の最終確認 

【第 3回】R4.9頃 

・事業内容の検討 

タイムスケジュール・役割分担、当日会場レイ

アウト 

【第 4回】R5.2頃 

・事務局報告（実施、決算見込、式典・講演会報

告書の作成状況） 
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運営委員会と記念委員会の委員重複が多く見込まれることから、極力運営委員会開催日に準備委員会・実行委員会を開催する。

白山会館運営委員会 50周年記念準備委員会・実行委員会 事務局の動き

6/11（木）

【第1回】　※書面会議
・委嘱状交付
・前年度事業の報告
・今年度事業計画
・白山会館記念事業について

（7月～）
・現地学習会　講師講話のビデオ録画、
　音声録音

9/25（金）
場所：白山会館

【第2回】
・今年度上半期事業の報告
・秋以降の研修会案内
・（運営委員異動者の報告）
・50周年記念事業について（準備委員会の委員構成案
　の提示）
・東本町小学校同和教育研修会の紹介
・下半期の事業について（すげ笠づくり等）
・今年度の運営委員会の会議スケジュールについて

（9月～）
・来年度予算検討
・支部長との対談記録

10月
【第3回】　※書面会議
・50周年記念準備委員会委員について（委員の決定）
・（11/13東本町小学校同和教育研修会開催案内）

11/13（金）
場所：東本町小学校

【東本町小学校同和教育研修会】
（運営委員出席）

（その他：東日本部落解放共闘会議の予定あり、
　支部の数名及び同和対策室職員動員の予定）

11月中旬
場所：白山会館

【第1回準備委員会】
・開催日時、会場、日程、記念事業内容などの検討

2月中旬
場所：白山会館

【第4回】
・今年度事業の報告
・来年度の社会同和教育事業について
・運営委員の改選について
・50周年記念事業について

【第2回準備委員会】
・事業内容の検討
　記念式典、講演会、記念祝宴、記念品
・来年度予算について

5月下旬

【第1回】
・委嘱状交付
・前年度事業の報告
・今年度事業計画
・白山会館記念事業について

【第3回準備委員会】
・事業内容の検討
　記念式典、講演会、記念祝宴、記念品

（4月～）
・記念冊子・年表等の準備開始
・現地学習会録画・録音データの文字起こし

（7月～）
・現地学習会講師講話のビデオ録画、
　音声録音

9月
場所：白山会館

【第2回】
・今年度上半期事業の報告
・秋以降の研修会案内

【第4回準備委員会】
・事業内容の検討
　記念式典、講演会、記念祝宴、記念品
・来年度予算について

（9月～）
・来年度予算検討（市予算、実行委員会
　交付金）

11月中旬
場所：東本町小学校

【第3回（書面会議？）】
・東本町小学校同和教育研修会の紹介
・下半期の事業について（もちつき大会、すげ笠
　づくり等）

【東本町小学校同和教育研修会】
・運営委員出席

2月中旬
場所：白山会館

【第4回】
・今年度事業の報告
・来年度の社会同和教育事業について
・50周年記念事業について

【第5回準備委員会】
・事業内容の検討
　記念式典、講演会、記念祝宴、記念品
・来年度予算について
・実行委員会の規約及び構成について

（～2月）
・実行委員会規約案の作成

（～3月）
・記念冊子等大枠完成

5月下旬

【第1回】
・委嘱状交付
・前年度事業の報告
・今年度事業計画
・白山会館記念事業について

【第1回実行委員会】
・委嘱状の交付
・委員長、副委員長、監事の選出
・事業内容の検討
　来賓及び参加者の検討、式典、講演会、
　記念祝宴（会費、形式、内容、スピーチの
　人数及び依頼者）
・記念品冊子等の最終校正

（～4月）
・実行委員会交付金交付

（6月～）
・会場担当者と打合せ

7月下旬
場所：白山会館

【第2回実行委員会】
・事業内容の検討
　来賓及び参加者（最終決定）、式典等のタイム
　スケジュール、リーフレット・当日式典しおり
・記念品冊子等の最終確認

（～8月上旬）
・参加者へ案内状発送（スピーチ依頼等も）
・記念冊子・パネル・DVD等の発注

9～10月
【第2回】
・今年度上半期事業の報告
・秋以降の研修会案内

【第3回実行委員会】
・事業内容の検討
　タイムスケジュール・役割分担、当日会場レイアウト
・来賓及び参加者の案内状送付先報告

（～9月上旬）
・参加申込締切、参加者集約
・会場担当者と打合せ

（～9月中旬）
・記念冊子等納品

（～開催1ヶ月前）
・報道機関へ情報提供

10月 ※50周年記念事業当日
・会場設営
・資料搬入（記念冊子等）

11月中旬
場所：東本町小学校

【第3回（書面会議？）】
・東本町小学校同和教育研修会の紹介
・下半期の事業について（もちつき大会、すげ笠
　づくり等）

【東本町小学校同和教育研修会】
・運営委員出席

（終了後～）
・実施後まとめ
・講演会報告書の作成

2月中旬
場所：白山会館

【第4回】
・今年度事業の報告
・来年度の社会同和教育事業について
・運営委員の改選について

【第4回運営委員会】
・事務局報告（実施、決算見込、式典・講演会報告書
　の作成状況）

（～3月）
・講演会報告書完成

白山会館運営委員会と50周年記念委員会の会議日程について（案）

令
和
2
年
度

令
和
3
年
度

令
和
4
年
度

※令和3年度＝

記念冊子の大枠を

完成させる

※令和4年度＝

当日に向けた準備・

印刷・支出手続き等
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