
 

令和 3年度 第 2回白山会館運営委員会次第 

 

 

日時：令和 3年 9月 29日（水） 

  午前 9時 30分～  

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 3年度 上半期事業の報告について             資料 1 

 

 

（2）令和 4年度 社会同和教育事業について             資料 2 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉  会 
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令和 3年度上半期事業（4月～8月）事業の報告について 
 
 

※各事業の感染症対策について 

 

 ■小・中学生学習会 

・当日の検温、手指の消毒、マスク着用、換気、各回終了後の清掃・消毒作業 

・小学生学習会は、レクリエーションの時間をなくし、時間を 30分短縮 

・新潟県特別警報発令期間中の学習会の休止 

 

 ■教職員等現地学習会 

・各回の参加人数を 35人以下に限定 

・夏季休業中は、参加校の範囲を上越市内の小・中学校及び高等学校等に限定 

・手指の消毒、マスク着用、講師用のアクリルボードの設置、休憩時間の換気、各回終了後

の清掃・消毒作業 

 

 ■すげ笠づくり講座 

  ・当日の検温、手指の消毒、マスク着用等、東本町小学校と連携した対策を実施 

 

 ■地域交流事業 

  ・例年実施しているバスハイキング、もちつき大会に代わり、飲食を伴わない形での交流を行う。 

・当日の検温、手指の消毒、マスク着用、換気、各回終了後の清掃・消毒作業 

 

 ■人権を考える講話会 

・マスク着用、講師用のアクリルボードの設置、手指の消毒、換気、終了後の清掃・消毒作

業等、開催校と連携した対策を実施 

 

 
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。 

  

 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 17回 参加延べ人数 79人（ほか、講師 39人） 

中学生学習会…開催回数 18回 参加延べ人数 52人（ほか、講師 35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。 
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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） 

 

【8月までの実績】 

開催回数 48回 参加延べ人数 1,132人（ほか、講師等 116人） 

（参考）令和元年度 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） 

 

【8月までの参加状況】 

○市内の学校 

小学校    48校（651人） ※附属小学校を含む 

中学校    22校（280人） ※附属中学校を含む 

        高等学校    4校（ 39人） ※直江津中等教育学校を含む 

     特別支援学校  1校（ 32人） 

 

○市外の学校 

小学校     4校（ 35人） 

中学校     2校（  7人） 

        高等学校    1校（  5人） 

     特別支援学校  0校（  0人） 

 

○市町村行政・県行政・他団体等 

市内 3団体 5回開催（73人） 

     市外 1団体（10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 14冊（別紙 1のとおり） 

○設置数   ・図書数 528冊 

 ・ビデオ、ＤＶＤ数 42巻 

 

  ④ その他 

     すげ笠づくり講座 

東本町小学校 6年生の児童を中心に、被差別部落の生業として受け継がれてきたすげ

笠づくり体験と講師の講話を通して、すばらしい伝統技術を学ぶとともに差別を受けて

きた地域の歴史や正しい人権意識を学ぶ。 

 【8月までの実績】 

     全 3回のうち、以下のとおり 1回目のすげ刈りを行った。 

・日程    7月 16日（金） 

・場所    小千谷市 おぢや震災ミュージアムそなえ館ほか 

・参加人数  66人（東本町小学校児童 66人、保護者なし） 

・その他   2,3回目は令和 4年 1～2月に実施予定。 

       東本町小学校にて、すげ笠づくりを行う。 



3 

 

⑵ 地域交流事業 

交流事業を行い、地域住民と行政等の交流を積極的に図る。 

 

   【8月までの実績】 

     例年実施しているバスハイキングともちつき大会（いずれも令和 2年度は中止）に代わ

るものとして、感染症対策を講じながら、以下のとおり交流事業を実施した。 

     ・事業名   お楽しみ会 

・日程    7月 11日（日） 

・場所    市民プラザ Ａ・Ｂホール 

・参加人数  59人 

 

・実施内容  地域の方、学校・行政関係者等を対象に、ミニゲーム大会、町内会長 

によるマジックショー、ビンゴ大会等を行い、交流を深めた。 

 

 

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 1 20 

白山会館 50周年準備委員会 1 15 

小中学生学習会 35 205 

現地学習会 48 1,248 

運動団体 5 66 

町内会、子ども会等 3 22 

その他会議等 7 79 

その他（新潟県地域改善事業事務） 11 11 

合計 111 1,666 
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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 3年度は 17小学校区で実施予定。 

 

【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。 

 

【8月までの実績】 

・要請なし 

 

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。 

 

※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 6月 15日 飯小学校 26 10 11月 9日 宝田小学校  

2 7月 6日 安塚小学校 26 11 11月 17日 北諏訪小学校  

3 7月 16日 直江津小学校 48 12 11月 22日 清里小学校  

4 9月 10日 里公小学校 19 13 11月 24日 有田小学校  

5 9月 28日 高田西小学校  14 11月 24日 吉川小学校  

6 10月 4日 国府小学校  15 11月 25日 柿崎小学校  

7 10月 8日 南川小学校  16 12月 2日 大潟町小学校  

8 10月 14日 上雲寺小学校  17 日程調整中 南本町小学校  

9 11月 2日 大島小学校      

      



№ 図書名 出版社 著者

1
インターネット上に「部落差別」はあふれている
のか　－「部落差別解消推進法」を検証する－

部落問題研究所 杉島幸生

2
被差別部落マイノリティのアイデンティティと社
会関係

解放出版社 内田龍史

3 被差別部落女性の主体性形成に関する研究 解放出版社 熊本理抄

4 全国のあいつぐ差別事件　2020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
部落解放２月号　2021:801号特集「新潟県におけ
る解放教育のいま」

解放出版社

6 被差別部落認識の歴史－異化と同化の間－ 岩波書店 黒川みどり

7 人権侵害にかかわる差別事例判例集 解放出版社 部落解放・人権研究所

8 ヘイト・スピーチと地方自治体 三一書房 前田　朗

9 コロナ後の世界を生きるー私たちの提言 岩波新書 村山陽一郎編

10 屠畜のお仕事 解放出版社 栃木　裕

11
いつまで続く「女人禁制」排除と差別の日本社会
をたどる

解放出版社 源　淳子

12 最後の弾左衛門　十三代の維新 河出書房新社 塩見　鮮一郎

13 父さんはどうしてヒトラーに投票したの？ 解放出版社 ディディエ・デニンクス

14 身の回りから人権を考える80のヒント 解放出版社 武部　康広

令和３年度　白山会館新規購入図書一覧
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令和 3年度 主な研修会・集会日程一覧（予定） 

 

※ 各研修会等は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため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 備考 

人権・同和教育啓発推進講座 

越佐にんげん学校 
秋～冬予定  リモート開

催等 
 

【市教育委員会関係】 

研修・集会名 日時 会場 備考 

同和問題現地研修会 7月 5、6日 上越市 白山会館  

同和教育研修会 11月 26日 上越市 東本町小学校  

 

研修・集会名 日時 会場 備考 

第 66回関東女性集会 8月 21日 埼玉県さいたま市 中止 

第 53回東日本研究集会 10月 14日 

群馬県高崎市 

（サテライト会場：新

発田市生涯学習セン

ター） 

リモート開

催等 

第 72 回全国人権・同和教育研

究大会 
11月 13・14日 

上越市 上越文化会

館ほか 
書面開催 

研修・集会名 日時 会場 備考 

第 38回県連定期大会 5月 23日 上越市 市民プラザ  

第 6回就職差別撤廃新潟県集会  6月 8日 
新潟市 新潟ユニゾ

ンプラザ 

 

第 2回新潟県人権保育研究集会 9月 11日 
南魚沼市 コミュニテ

ィーホール「さわらび」 

リモート開催

等 

部落解放第 37 回新潟県研究集

会 
10月 16日 

新潟市 江南区文化

会館ほか 

リモート開

催等 

「いのち・愛・人権」小千谷展 

（初日の開会セレモニーに参

加予定） 

11月予定 小千谷市 中止 

部落解放同盟新潟県連合会上

越支部荊冠旗開き 

令和 4 年 1 月 16

日予定 
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 4 年 2 月上

旬 
新潟市  
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令和 4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 

・すげ笠づくり講座 

・地域交流事業 

・貸館事業 

・白山会館 50周年記念事業（令和 4年 11月予定） 

 

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 
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