
（社会福祉法人）
№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

1 社会福祉法人秀美福祉会 拘束禁止、虐待防止、セクハラ防止、パワハラ防止、人権全般、個人情報、そ
の他接遇全般

テキスト

2 社会福祉法人清真会 すいせん保育園 「多様な人権課題」について テキスト

3 社会福祉法人茨木市社会福祉協議会 新型コロナウイルス感染症に関する人権配慮について 動画「ウイルスの次にやってくるもの」日本赤十字社

4 社会福祉法人真栄福祉会 樋之上保育園 子どもの人権を大切にする保育 テキスト「子どもの人権を大切にする保育」

5 社会福祉法人未来波 アンガーマネジメントと障がいをもつ方と

6 社会福祉法人まりも会 グループホーム樹の実 身体拘束・虐待・虐待予防について テキスト

7 社会福祉法人まりも会 グループホーム樹の実 身体拘束・虐待・権利擁護について テキスト

8 社会福祉法人まりも会 なでしこ保育園 ・「子どもの権利条約」について
・人権に配慮した保育
・セクシャルハラスメントについて
・虐待について

テキスト

9 社会福祉法人楠福祉会 個人情報保護の正しい理解のために
・個人情報保護とは
・守秘義務と個人情報保護について

テキスト

10 社会福祉法人加島友愛会 虐待防止について

11 社会福祉法人加島友愛会 部落差別とは？自分事として考える

12 社会福祉法人加島友愛会 認知症ケアの倫理

13 社会福祉法人加島友愛会 障がい者虐待防止について

14 社会福祉法人加島友愛会 部落問題・人権問題
加島の部落解放運動

15 社会福祉法人豊年福祉会 アンコンシャス・バイアスについて テキスト「アンコンシャス・バイアスについて」、ビデオ

16 社会福祉法人博乃会 ・人権腕だめし
・LGBTについて

テキスト
人権腕だめし

17 社会福祉法人愛徳福祉会 ハラスメント防止 講師のレジュメ・資料
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№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

18 社会福祉法人みおつくし福祉会 北中本保育園 DVD視聴 DVD「お互いを活かし合うための人権シリーズ」

19 社会福祉法人みおつくし福祉会 阿倍野保育園 ・子どもの人権
・インターネットと人権

講師のレジュメ・資料

20 社会福祉法人高津学園 各施設の人権に関する取り組みについて

21 社会福祉法人高津学園 児童虐待防止における関係機関の連携
ビデオ等視聴

22 社会福祉法人南海福祉事業会 パワハラ・セクハラ等ハラスメントについて テキスト

23 社会福祉法人四幸舎和会 能勢くりのみホーム
くりのみホーム

身体拘束について 講師のレジュメ・資料

24 社会福祉法人あっと萌夢 障害者差別禁止法について
DVD視聴

DVD「障がいのあるお客様との接し方」

25 社会福祉法人羽曳野市福祉協議会 DVD視聴 DVD「企業と人権　職場からつくる人権尊重社会」

26 社会福祉法人幸福荘 不適切ケアと虐待 ビデオ等

27 社会福祉法人みおつくし福祉会 秀野保育園 インターネットと人権について
SNS上で相手への誹謗中傷等をすることによる人権問題やSNSを利用するうえ
で気をつけなければいけないポイントについて

テキスト「あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人
権」

28 社会福祉法人竜華福祉会 差別用語、高齢者、障がい者の人権、在日外国人の人権、ステレオタイプ、パ
ワハラ、セクハラ、LGBTについて、差別の７つの立場、個人を尊重し働きやす
い職場環境を目指して

講師作成のパワーポイント・資料

29 社会福祉法人立青福祉会 天美保育園
松原保育園
天美北保育園

ビデオ等視聴

30 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 パワハラガイドラインを中心にハラスメントについて ビデオ等

31 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 個人情報の保護について

32 社会福祉法人寝屋川めぐみ園 人権問題の基本知識、セクハラ問題、パワハラ問題、メンタルヘルス問題

33 社会福祉法人つつみ会 新型コロナ関連、SNS関連での個人情報や人権の守秘義務と活用法

34 社会福祉法人志陽会 子どもと笑顔で過ごせるコツ　あなたの身近にいるLGBT　心を育む接遇 講師のレジュメ・資料、ビデオ等

35 社会福祉法人悠人会 特別養護老人ホームベルファミリア 身体拘束・高齢者虐待・不適切なケアについて 神戸市高齢者虐待防止　介護従事者研修用映像「よりよい
介護を目指して」

36 社会福祉法人大阪府社会福祉事業団 人権（虐待・身体拘束・個人情報・同和問題）、ハラスメント、接遇、法令遵守・コ
ンプライアンス、アサーション

事業団マニュアル他



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

37 社会福祉法人川福会 ともに生きる時代へ　高齢社会と人権

38 社会福祉法人弘道福祉会 茨木特別養護老人ホームラガール 法人理念・人権について（ノーマライゼーション・ステレオタイプ）（高齢者虐待
防止）（様々な差別について）

パワーポイント、スライド

39 社会福祉法人隆生福祉会 人権問題の現状、虐待防止、身体拘束廃止 講師のレジュメ・資料

40 社会福祉法人野のはな デイサービス野のはな
グループホーム野のはな
障碍者支援事業所野のはな

・高齢者虐待対応と権利擁護
・認知症の人への虐待防止
・障碍者虐待防止

講師のレジュメ・資料

41 社会福祉法人隆生福祉会 相手の立場になって、人はみんな違う考えを持っている 講師のレジュメ・資料

42 社会福祉法人天心会 小阪病院 患者の人権　権利について 講師のレジュメ・資料

43 社会福祉法人恵由福祉会 幼保連携型認定こども園　信達こど
も園

子どもの人権について パワーポイント

44 社会福祉法人恵由福祉会 高瀬ひまわりこども園
幼保連携型認定こども園　土居ひま
わりこども園

人権を大切にするクラスづくりの視点

45 社会福祉法人恵由福祉会 幼保連携型認定こども園　田原台ひ
まわりこども園

「子どもを尊重する保育」のために 保育所・認定こども園等における人権擁護のためのセルフ
チェックリスト

46 社会福祉法人聖ヨハネ学園 人権研修 講師のレジュメ・資料

47 社会福祉法人山麓会 自分が介護者、要介護者の立場になった時に「その人らしさ」を尊重する為に
はどうしたらいいか

講師のレジュメ・資料

48 社会福祉法人都島友の会 成育児童センター
都島児童センター
都島友渕乳児保育センター
友渕児童センター
桜ノ宮児童センター
ひがみや児童センター
都島乳児保育センター
都島第二乳児保育センター
デイサービスひまわり
こども発達SSそれいゆ
ひまわりの郷

児童虐待について、倫理・法令順守の理解、虐待防止に対する理解、高齢者
の人権と虐待防止、身体拘束排除の知識、プライバシー保護・個人情報取り扱
いの理解、児童虐待における関係機関の連携、人権って何でしょうか。施設理
念「入居者の人権を尊重した自立・助長の促進」を守るために

49 社会福祉法人天気会 ながた尚老苑 職場からつくる人権尊重社会 企業と人権

50 社会福祉法人旭ヶ丘学園 児童虐待の推移 虐待防止協会資料

51 社会福祉法人竹井病院 竹井医院 企業と人権 Youtubeチャンネルより「企業トップクラス」動画視聴



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

52 社会福祉法人めぐみ会 常称寺保育園 多様性を尊重した人権教育・保育について～子どもの人権力を育てる～

53 社会福祉法人竹井病院 竹井医院 企業の社会的責任CSRについて 東大阪市の人権啓発冊子「企業はいま・・・」

54 社会福祉法人博乃会 認知症高齢者への理解について テキスト

55 社会福祉法人長尾会 第２長尾保育園 子どもの虐待防止、障がい児共生保育、子供の人権尊重を大切にする保育

56 社会福祉法人金剛朋友会 ルンビニ保育園 児童虐待について（法医学的観点からの考察） 講師のレジュメ・資料、ビデオ等視聴覚教材

57 社会福祉法人北阪福祉会 北阪保育園 人権腕試し 人権腕試し

58 社会福祉法人オレンジの会 高齢者虐待 テキスト

59 社会福祉法人みなと寮 身体拘束廃止、個人情報保護、権利擁護、パワハラ・セクハラ防止とヘルプラ
イン、虐待防止と身体拘束防止について

講師のレジュメ・資料、ビデオ等視聴覚教材

60 社会福祉法人川福会 ともに生きる時代へ　高齢社会と人権 テキスト

61 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会 メンタルヘルス、ハラスメントについて、アンガーマネージメントについて、グ
ループワーク

講師のレジュメ・資料

62 社会福祉法人覚寿園 虐待について、身体拘束について 資料「虐待について」「身体拘束について」

63 社会福祉法人四幸舎和会 かたやまの赤いやね 人権とは、虐待について、グループワーク 講師のレジュメ・資料


