
（社会福祉法人）
№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

1 社会福祉法人慈泉福祉会 認定こども園　kidsまゆみ 人権を行動する　その時あなたはどうしますか？ DVD「子どもの人権」

2 社会福祉法人野のはな マジックブルーム 利用者の尊厳　利用者の心に寄り添う介護を目指し

3 社会福祉法人野のはな マジックブルーム 利用者の尊厳　利用者の心に寄り添う介護を目指し

4 社会福祉法人野のはな グループホーム野のはな 利用者の尊厳　利用者の心に寄り添う介護を目指し

5 社会福祉法人野のはな ガマダシモン 障碍者の権利擁護

6 社会福祉法人野のはな 障碍者支援事業所野のはな 身体拘束について

7 社会福祉法人野のはな 障碍者支援事業所野のはな 障碍者差別

8 社会福祉法人野のはな 障碍者支援事業所野のはな 利用者の尊厳

9 社会福祉法人野のはな 障碍者支援事業所野のはな 利用者の尊厳

10 社会福祉法人野のはな 障碍者支援事業所野のはな 利用者の尊厳

11 社会福祉法人野のはな 野のはなの家 障碍のある人もない人も共に生きる社会

12 社会福祉法人野のはな 野のはなの家 様々な人権問題について考える

13 社会福祉法人誉田福祉会 誉田保育園 動画視聴：令和３年度企業人権トップクラス研修会
①公正採用と人権
②LGBT等性的マイノリティの基本理解と企業
③コロナ禍の中で人権感覚(オンライン面接等)

動画(YouTubeチャンネル)

14 社会福祉法人みのり学園 人権：公正採用と人権 動画(大阪労働局YouTubeチャンネル)

15 社会福祉法人建仁会 ハラスメントについて ビデオ・資料

16 社会福祉法人建仁会 人権問題について

17 社会福祉法人飛笑 公正採用と人権
コロナ禍の中での人権感覚

動画

令和3年度（1月から3月）　企業内人権啓発研修実施報告書提出事業所



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

18 社会福祉法人邦寿会 講演「人権」とは
ビデオ「今そこにいる人としっかり出会うー同和問題ー」

講師のレジュメ・資料
ビデオ等の視聴覚教材

19 社会福祉法人杉の子会 軽費老人ホーム暢楽荘 大阪府社会福祉協議会　運営適正化委員会の事例を検討し、事業所の人権
啓発を行う

資料「運営適正化委員会事業報告書」、「職務マニュアル」

20 社会福祉法人和泉福祉会 特別養護老人ホームひかりの園 高齢者虐待

21 社会福祉法人天宗社会福祉事業会 天宗長吉園 人権腕だめし 資料「人権腕だめし２０２１」

22 社会福祉法人みおつくし福祉会 新北島保育所 活き活き元気な職場づくり（パワハラ・メンタルヘルス・コミュニケーション） テキスト

23 社会福祉法人みおつくし福祉会 新北島保育所 活き活き元気な職場づくり（パワハラ・メンタルヘルス・コミュニケーション） テキスト

24 社会福祉法人みおつくし福祉会 西成区子ども・子育てプラザ ヤングケアラーの現状と支援 講師のレジュメ・資料
ビデオ等

25 社会福祉法人みおつくし福祉会 リアン東さくら 活き活き元気な職場づくり（パワハラ・メンタルヘルス・コミュニケーション） 講師のレジュメ・資料

26 社会福祉法人　愛光会 大阪府作成の参加体験型学習のための人権教育教材を利用し講義、グルー
プワークを実施

教材「人権学習シリーズ　みえない力　つくりかえる構造」

27 社会福祉法人四幸舎和会 セブン＆チェリー作業所 虐待防止について意識を高める 講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

28 社会福祉法人菊水保育園 人権リーダー養成講座（大阪企業人権協議会主催）の受講報告研修（人権問
題の基本知識等）

研修レジュメ「人権問題の基礎知識等」

29 社会福祉法人みおつくし福祉会 長柄保育園 パワハラ・メンタルヘルス・コミュニケーションについて

30 社会福祉法人みおつくし福祉会 北さくら園 ①パワーハラスメント
②メンタルヘルス
③コミュニケーションを考える
④活き活き元気な職場作り

31 社会福祉法人天宗社会福祉事業会 天宗瓜破東園 人権腕だめし2021 教材「SDGｓ１７の目標の解説 ジェンダー平等を実現しよう」

32 社会福祉法人みおつくし福祉会 香簑保育園 活き活き元気な職場づくり
（ハラスメントについて、メンタルヘルスについて、コミュニケーションを考える、
アサーティブな伝え方、エゴグラム、Iメッセージ）

・研修時の資料（ハラスメント自己診断シート、エゴグラム、
ストレス解消法など）
・「アサーティブな話し方・伝え方」
・「メンタルヘルスマニュアル」

33 社会福祉法人みどりの里 資料回覧 ・障がい者虐待防止法に関する大阪府資料
・映像（DV関連）
・動画

34 社会福祉法人高津学園 虐待防止グレーゾーンについて

35 社会福祉法人杉の子会 こども園つばさ 施設利用者の相談内容からみる利用者の人権について 資料「運営適正化委員会事業報告書・ぜんほきょう」



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

36 社会福祉法人徳友会 企業トップクラス研修を視聴 大阪労働局ユーチューブチャンネル

37 社会福祉法人優喜会 人権研修、虐待防止

38 社会福祉法人優喜会 人権研修、虐待防止

39 社会福祉法人優喜会 人権研修、虐待防止、身体拘束廃止

40 社会福祉法人東香会 特別養護老人ホームさくら園 高齢者虐待防止 eラーニング（積水ホームテクノウェルス）

41 社会福祉法人東香会 特別養護老人ホームさくら園 認知症ケアについて eラーニング（積水ホームテクノウェルス）

42 社会福祉法人やまだい福祉会 コロナ禍での人権について 講師のレジュメ・資料

43 社会福祉法人みおつくし福祉会 大阪市立今津保育所 「ハラスメントについて知ろう」
「メンタルヘルス　生き生きと自分らしく生きるために」

テキスト（研修を受けたときの資料を使用）

44 社会福祉法人みおつくし福祉会 大阪市立今津保育所 「ハラスメントについて知ろう」
「メンタルヘルス　生き生きと自分らしく生きるために」

テキスト（研修を受けたときの資料を使用）

45 社会福祉法人加島友愛会 生活困窮者自立支援制度について

46 社会福祉法人成光苑 せっつ桜苑 ①ジェンダー
②アウティング
③障がい者への合理的配慮
④コロナ差別・偏見
⑤無意識の思い込み

資料「人権腕だめし２０２１」

47 社会福祉法人茨木市社会福祉協議会 ①権利擁護支援とは
誰もが人格と個性が尊重され、その人らしい生活を送ることができる地域づく
り
②地域福祉権利擁護事業とは

①市職員作成資料「本市における権利擁護支援の取組に
ついて」
　職員作成資料「権利擁護とは」
②職員作成資料「地域福祉権利擁護事業」

48 社会福祉法人岸和田市社会福祉協議会 DVD視聴 ビデオ等視聴覚教材

49 社会福祉法人東香会 特別養護老人ホームいちょう園 人権研修「認知症ケアについて」

50 社会福祉法人藤井寺市社会福祉協議会 「元気な職場づくりとメンタルヘルス」



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

51 社会福祉法人貝塚誠心園 特別養護老人ホーム貝塚誠心園 同和問題とえせ同和行為について レジュメ「同和問題とえせ同和行為について」

52 社会福祉法人野のはな 野のはなの家 虐待防止・権利擁護

53 社会福祉法人野のはな 障碍者支援事業所野のはな 障碍者虐待

54
社会福祉法人野のはな ウィンディ　ウィローズ

権利擁護・虐待防止

55
社会福祉法人四天王寺福祉事業団 四天王寺たまつくり苑

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別について

56

社会福祉法人杉の子会 こども園杉の子

「子どもを尊重する関わり」と「子どもを尊重しない不適切な関わり」について
職員で話し合い、意見を出し合う。
「人権擁護のためのセルフチェックリスト」を行い、自身の行動を振り返る機会
を持つ。

「保育所・認定こども園等における人権擁護の為のセルフ
チェックリスト」

57
社会福祉法人楠福祉会

個人情報保護について

58
社会福祉法人慶徳会 デイサービスセンター静華苑

・職場の人権「相手の気持ちを考える」
・職場の日常から考えるパワーハラスメント

DVD

59
社会福祉法人慶徳会 軽費老人ホーム真華苑

DVD視聴 人権啓発推進DVD「心のケアと人権　職場編」

60
社会福祉法人慶徳会

DVD視聴 「ネット社会の人権と情報モラル啓発ビデオ」

61
社会福祉法人慶徳会 特別養護老人ホーム常清の里

DVD視聴 DVD「障がい者は困っています　合理的配慮へのポイント
①」

62
社会福祉法人慶徳会 障がい者サポートセンターしみず

ビデオ視聴 ビデオ「組織と個人を守る！階層別コンプライアンスシリー
ズ　第１巻：新入社員・若手社員編」

63
社会福祉法人慶徳会 常清の里(地域包括支援センター)

DVD視聴 DVD「障がい者は困っています　合理的配慮へのポイント
①」

64
社会福祉法人慶徳会 常清の里

社会福祉施設等における人権
「私たちの声が聴こえますか」

ビデオ

65
社会福祉法人慶徳会 西河原デイサービスセンター

部落の歴史（中世から江戸時代）差別の源流を探る ビデオ

66
社会福祉法人慶徳会

サービス付き高齢者向け住宅　見付
山めぐみの里

DVD鑑賞 DVD「どう守る女性の人権　女性が活躍できる職場づくり」

67
社会福祉法人慶徳会 子供の家

ビデオ視聴 ビデオ「Jun＆Keiの企業と人権」

68
社会福祉法人慶徳会 静華苑　地域相談支援室

DVD視聴

69
社会福祉法人慶徳会

養護老人ホーム光華苑
特別養護老人ホーム春菊苑

DVD視聴 DVD「セクハラを生まないコミュニケーション対策」



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

70
社会福祉法人百丈山合掌会

人権及びプライバシー保護 DVD「私たちの声が聴こえますか」

71

社会福祉法人みおつくし福祉会 南さくら園
パワハラの定義を学び、セルフチェックを実施。メンタルヘルスでは、セルフケ
アのグループワーク実施。更に非言語コミュニケーションの方法を学び、エゴ
グラムにて自己覚知、行動変化についても考えた。

講師のレジュメ・資料

72

社会福祉法人みおつくし福祉会 南さくら園
内容については集団で実施する時と変更はないが、都度質問しながら進め
る。基本的な知識を学び、セルフケアの方法や非言語コミュニケーションにつ
いて普段の様子と照らし合わせて実施した。

講師のレジュメ・資料

73

社会福祉法人みおつくし福祉会 南さくら園
内容については集団で実施する時と変更ないが、都度質問しながら進める。
基本的な知識を学び、セルフケアの方法や非言語コミュニケーションについて
普段の様子と照らし合わせて実施した。

講師のレジュメ・資料

74
社会福祉法人健康会 そらいろ保育園 人権腕試し

資料「人権腕だめし２０２１」

75
社会福祉法人白小鳩福祉事業会 認定こども園橋本保育所 人権啓発ビデオ「夕焼け」 人権啓発ビデオ「夕焼け」

76

社会福祉法人和泉幸生会 認定こども園さいわいこども園
人権腕試し２０２１を各クラス毎に実施。解答後事務所にて答え合わせを行
う。疑問点や、答えが違った場所を話し合いながら、再度各クラスにフィード
バックする。

資料「人権腕だめし２０２１」

77
社会福祉法人光会 障害者支援施設光園 施設入所者の人権について

社内担当者作成資料

78
社会福祉法人豊年福祉会 人権研修「在日外国人の人権問題」

テキスト「人権研修　在日外国人の人権問題」
動画

79 社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連合
会

枚方市立特別養護老人ホーム 人権リーダー養成講座内容の伝達研修
テキスト「人権リーダー養成講座テキストⅠ・Ⅱ・Ⅲ」

80
社会福祉法人大泉会 老いを生きる　今日も何処かで高齢者のサインが！

ビデオ等視聴覚教材

81
社会福祉法人みおつくし福祉会 森之宮保育園

ハラスメントについて
メンタルヘルスについて

テキスト

82

社会福祉法人博乃会
コロナ禍に伴い、別添資料を事前配布のうえ、各人が精読理解し、報告書を
作成のうえ、提出。

テキスト「インターネットによる人権侵害」
資料「人権腕だめし２０２２」

83

社会福祉法人百楽福祉会 特別養護老人ホーム百楽園
人権腕だめし
身体拘束廃止
高齢者虐待防止

教材「自己チェックリスト」

84
社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 「福祉サービスにおける人権の視点を考える」

パワーポイント

85
社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 「障がい者虐待防止ガイドラインの変更・強調点」

レジュメ

86
社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 「ろうあ運動の理念と取組みの変遷」

動画(Youtube)



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

87

社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会

①ACPについて
②平和学習会
③高齢者虐待防止
④プライバシー保護と法令順守
⑤大橋朝男(仮)さんの生涯
⑥身体拘束廃止
⑦高齢者虐待防止
⑧理念・虐待防止・身体拘束廃止

パワーポイント等

88
社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会

「私とろうあ運動　聴覚障がい者の権利擁護そして期待すること」 スライド(パワーポイント)

89
社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会

「法人理念とろう重複支援について」 レジュメ

90
社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会

「虐待防止・身体拘束防止研修」 教材DVD、ワークシート

91
社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会

「中途障がい者の支援について」 レジュメ、事業所パンフレット

92

社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会

大阪府実施の障がい者虐待防止・権利擁護研修参加職員による伝達研修と
グループワーク

大阪府実施の障がい者虐待防止・権利擁護研修の講義資
料・演習資料
パワーポイント

93

社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会

「家族はいつもいつまでも」
①なかまの里入所までの親子の記録
②手記を読んでの質問の回答

パワーポイント
手記

94
社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会

「令和３年度障がい者虐待防止・権利擁護研修

95
社会福祉法人悠人会 介護老人保健施設ベルアルト

「高齢者虐待防止・身体拘束廃止勉強会」 資料「高齢者虐待防止・身体拘束廃止研修」

96
社会福祉法人悠人会 特別養護老人ホームベルライブ

「高齢者虐待防止・身体拘束廃止勉強会」 資料「高齢者虐待防止・身体拘束廃止研修」

97
社会福祉法人悠人会

幼保連携型認定こども園ベルキン
ダー

「乳幼児期からの人権保育」 資料「乳幼児期からの人権保育」

98
社会福祉法人秀美福祉会

差別。人権問題にかかわる言葉。表現の基本的理解。 テキスト

99
社会福祉法人健康会 牧田町ケアプランセンター 人権腕試し

資料「人権腕だめし２０２１」

100
社会福祉法人つくし会 特別養護老人ホーム萱振苑 人権腕試し

資料「人権腕だめし２０２１」

101
社会福祉法人四幸舎和会 くりのみホーム

言語による拘束について
バイスティックの７原則

講師のレジュメ・資料

102

社会福祉法人路交館 幼保連携型認定こども園聖愛園
キャリアアップ（乳児保育、障害児教育、保健衛生・安全対策他）、発達障がい
を考える、保育・教育・支援から特別支援学校を考える他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

103

社会福祉法人路交館 幼保連携型認定こども園あすなろ
キャリアアップ（食育・アレルギー対応、マネジメント、保健衛生・安全対策）、
保育・教育・支援から特別支援学校を考える、保育者の専門性をより深める為
に就学前教育カリキュラムの個性的活用へ、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

104
社会福祉法人路交館 つくしクラブ

子どもも保護者も専門職もエンパワメントできる支援の方法、ヤングケアラー
支援に向けた動画研修、子どもの発達と理解 高学年への関わり 、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

105

社会福祉法人路交館 どんぐり
障がい福祉関係研修（専門研修）ＧＯＫＡＮ療育プログラム、キャリアアップ（障
がい児保育、保護者支援・子育て支援）、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

106

社会福祉法人路交館
幼保連携型認定こども園北丘聖愛
園

キャリアアップ（乳児保育、マネジメント）、地域福祉ネットワーク会議こども部
会、豊中市課題別研修、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

107
社会福祉法人路交館

幼保連携型認定こども園豊新聖愛
園

就学前施設における食物アレルギーとその対応、あそびを通して育てる「健康
な身体」「興味や思考」、母子保健指導要請研修、職員におけるハラスメント研
修、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

108

社会福祉法人路交館
ウィリッシュ
ほっとコミュニティうぃる
うぃずサポートセンター

ハラスメントについて、人権が大切にされる職場づくり、障がいのある人の自
己決定とその支援、障がい者虐待を考える、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

109

社会福祉法人路交館 うぃず守口
ハラスメントについて、障がい者虐待防止・権利擁護研修、リスクマネジメント
に関する研修会、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

110
社会福祉法人路交館 うぃず滝井

ハラスメントについて、リスクマネジメントに関する研修会、障がい者虐待防
止・権利擁護研修、インクルーシブ教育・保育研修、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

111

社会福祉法人路交館 うぃずサポートセンター守口
ハラスメントについて、地域の診療所から見た支援や連携等について、グルー
プホーム再編成と障がい者の地域生活、触法障がい者の理解と支援、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

112
社会福祉法人路交館 うぃるハウス

世話人研修会、職場における人間関係研修、触法障がい者の支援について、
他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

113
社会福祉法人路交館 うぃるホーム

職場における人間関係、触法障がい者の支援について、インクルーシブ教
育・保育研修、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

114
社会福祉法人路交館 桜の園

ハラスメントについて、障がいのある人の自己決定とその支援、触法　障がい
者の支援について、インクルーシブ教育・保育研修、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

115
社会福祉法人路交館 わかくさ ハラスメントについて、虐待研修、インクルーシブ教育・保育研修、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

116

社会福祉法人路交館 東淀川区子ども・子育てプラザ
外国につながる子どもの支援～乳幼児編～、多様なセクシュアリティと子育て
支援、ＨＳＣ・ＨＳＰの理解と支援、他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

117

社会福祉法人路交館 総務部
キャリアアップ（保健衛生・安全対策、食育アレルギー）、リスクマネジメント研
修、心をつなぐコミュニケーション研修、新人職員のためのパワーアップ研修、
他

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

118

社会福祉法人四幸舎和会 能勢くりのみホーム バイスティックの７原則から対人援助の基本を振り返る。

講師のレジュメ・資料

119

社会福祉法人みおつくし福祉会 阿倍野保育園 メンタルヘルス・コミュニケーション

講師のレジュメ・資料

120
社会福祉法人貝塚誠心園 高齢者地域福祉施設きしまの里 施設、事業所における高齢者虐待防止について

121

社会福祉法人みおつくし福祉会 南さくら園
内容については集団で実施する時と変更ないが、都度質問しながら進める。
基本的な知識を学び、セルフケアの方法や非言語コミュニケーションについて
普段の様子と照らし合わせて実施した。

講師のレジュメ・資料


