
（社会福祉法人）
№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

1 社会福祉法人みなの会 ・虐待防止法について
・身体拘束について
・法人マニュアルに基づく人権研修
・権利擁護人権研修
・福祉職員初任者研修
・福祉職員キャリアパス対応生涯研修

テキスト「虐待防止マニュアル」「身体拘束マニュアル」

2 社会福祉法人清真会 すいせん府中保育園 「多様性社会における保育」について テキスト

3 社会福祉法人 真栄福祉会 樋之上保育園 「差別、人権問題に関わる言葉　表現の基本的理解」 テキスト

4 社会福祉法人清真会 すいせん保育園 「多様性社会における保育」について テキスト

5 社会福祉法人小百合苑 古川園 性の多様性から自分について考える
誰もが排除されない社会を目指して子どもたちとの出会いからみえてきたこと

6 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・大阪府資料（拘束、虐待、セクハラ）の資料を基に
話をする・人権、接遇関係の書籍

7 社会福祉法人泉大津市社会福祉協議会 パワーハラスメントについて 講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

8 社会福祉法人カナン 特別養護老人ホームあんり 人権腕試し2021
基本的人権と幸福追求権について

人権腕試し2021
eラーニング「基本的人権と幸福追求権について」

9 社会福祉法人氷室保育園 「差別・人権問題に関わる言葉・表現の基礎知識」 テキスト「差別・人権問題に関わる言葉・表現の基礎知識」

10 社会福祉法人みおつくし福祉会 あったかスマイル・なにわ 職員間のコミュニケーション
園児との関わりについて

テキスト

11 社会福祉法人　大阪市障害者福祉・ス
ポーツ協会

「個人情報保護（障がいのある方の支援施設・事業所として）」
「ともに歩む」

12 社会福祉法人みおつくし福祉会 今福南保育所 パワハラについて
よりよく働ける職場とは（セルフケア）

パワーポイント

13 社会福祉法人みおつくし福祉会 秀野保育園 活き活き元気な職場づくり
色々なハラスメントを知る。またコロナ禍による偏見や差別について、今一度
見直しをする。エゴグラムを使って自身の傾向を知り、メンタルヘルスへの知
識を深める。

講師のレジュメ・資料

令和４年度（４月から６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

14 社会福祉法人英芳会 千里みおつくしの杜 ・虐待の実態を理解する
・障がい者虐待防止法の理解
・通報義務

15 社会福祉法人　白寿会 ハラスメントについて 講師作成の資料

16 社会福祉法人　清松福祉会 安心苑 高齢者の人権、人権腕試し（クイズ形式） 人権腕試し

17 社会福祉法人　清松福祉会 夢心 高齢者の人権、人権腕試し（クイズ形式） 人権腕試し

18 社会福祉法人まりも会 グループホーム樹の実 身体拘束・虐待について

19 社会福祉法人まりも会 グループホーム樹の実 身体拘束・虐待について

20 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

21 社会福祉法人　四幸舎和会 かたやまの赤いやね 人権について 講師のレジュメ・資料（パワーポイント）

22 社会福祉法人　正豊会 「知っておきたいがん治療」
「がんのその後の人生設計」
「事業場におけるがん治療と職業生活の両立支援について」

動画「治療と職業生活の両立支援セミナー」

23 社会福祉法人　立青福祉会 天美保育園 パワーハラスメントについて ビデオ

24 社会福祉法人　立青福祉会 天美保育園 パワーハラスメントについて ビデオ

25 社会福祉法人　立青福祉会 松原保育園 パワーハラスメントについて ビデオ

26 社会福祉法人野のはな 野のはなの家 虐待防止と権利擁護について

27 社会福祉法人野のはな みのりの家1号館 虐待防止法の理解

28 社会福祉法人北阪福祉会 北阪保育園 人権腕だめし 講師のレジュメ・資料

29 社会福祉法人ここの家 「障がい者福祉施設従事者等による“障がい者虐待を起こさないために”」に
ついて

和泉市社会福祉協議会のYouTube

30 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



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

31 社会福祉法人志陽会 一人一人を大切に保育　障がいのある子どもや保護者の理解　保護者の笑
顔が子どもの笑顔に

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

32 社会福祉法人息吹 「同和問題・未来に向けて」 人権啓発ビデオギャラリー「同和問題・未来に向けて」

33 社会福祉法人恵裕会 ケアハウス光の郷 差別・人権問題に関わる言葉・表現の基本的理解 ビデオ

34 社会福祉法人　山善福祉会 「一人一人を大切にする保育～いろいろな子どもとどのように寄り添いますか
～」

講師のレジュメ・資料

35 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

36 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

37 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・人権・個人情報保護・コンプラ 講師資料

38 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・人権・個人情報保護・コンプラ 講師資料

39 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 e-ラーニング

40 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 講師資料

41 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 その他

42 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

43 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・人権・個人情報保護・コンプラ 講師資料

44 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

45 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

46 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 講師資料

47 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

48 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

49 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

50 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

51 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

52 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

53 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

54 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

55 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・人権・個人情報保護・コンプラ 講師資料

56 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 その他

57 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止 講師資料

58 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

59 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権、法令遵守・コンプライアンス 講師資料

60 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

61 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

62 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権、法令遵守・コンプライアンス 講師資料

63 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止・身体拘束 講師資料

64 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権、法令遵守・コンプライアンス 講師資料

65 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権、法令遵守・コンプライアンス 講師資料

66 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権、法令遵守・コンプライアンス 講師資料

67 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス e-ラーニング

68 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・人権・個人情報保護・コンプラ 講師資料

69 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 e-ラーニング

70 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 e-ラーニング

71 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 その他

72 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 その他



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

73 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

74 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 その他

75 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 その他

76 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 その他

77 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 その他

78 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止

79 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 その他

80 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 e-ラーニング

81 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

82 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

83 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・人権・個人情報保護・コンプラ 講師資料

84 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 e-ラーニング

85 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 その他

86 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 その他

87 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 その他

88 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 その他

89 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 その他

90 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

91 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

92 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

93 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 事業団マニュアル・テキスト

94 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

95 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 講師資料

96 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

97 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 講師資料

98 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

99 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 e-ラーニング

100 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

101 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

102 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

103 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・人権・個人情報保護・コンプラ 講師資料

104 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・人権・個人情報保護・コンプラ 講師資料

105 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

106 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

107 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 e-ラーニング

108 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

109 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 事業団マニュアル・テキスト

110 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 講師資料



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

111 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 講師資料

112 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 e-ラーニング

113 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 その他

114 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス その他

115 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 その他

116 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 その他

117 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス e-ラーニング

118 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

119 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 e-ラーニング

120 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

121 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

122 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止・身体拘束 講師資料

123 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 講師資料

124 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

125 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

126 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止 講師資料

127 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 講師資料

128 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

129 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

130 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 e-ラーニング

131 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

132 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

133 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 事業団マニュアル・テキスト

134 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 講師資料

135 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止 講師資料

136 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 e-ラーニング

137 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止 講師資料

138 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 講師資料

139 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 e-ラーニング

140 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

141 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

142 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護

143 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 講師資料

144 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 その他

145 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

146 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 その他

147 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

148 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止・身体拘束 その他

149 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止・身体拘束 その他



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

150 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止・身体拘束 その他

151 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止・身体拘束 その他

152 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 事業団マニュアル・テキスト

153 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

154 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 講師資料

155 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

156 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

157 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 その他

158 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 講師資料

159 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護

160 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

161 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 その他

162 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 その他

163 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 e-ラーニング

164 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

165 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止 講師資料

166 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

167 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

168 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

169 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

170 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

171 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止

172 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

173 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

174 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

175 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

176 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止

177 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 その他

178 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

179 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

180 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

181 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

182 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

183 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

184 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 e-ラーニング

185 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

186 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

187 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

188 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

189 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料
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190 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

191 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

192 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

193 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

194 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 講師資料

195 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

196 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 e-ラーニング

197 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

198 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

199 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

200 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 その他

201 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 e-ラーニング

202 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 e-ラーニング

203 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 講師資料

204 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

205 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

206 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 e-ラーニング

207 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権・虐待防止・身体拘束 e-ラーニング

208 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 その他

209 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 e-ラーニング
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210 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 e-ラーニング

211 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 e-ラーニング

212 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

213 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止・身体拘束 e-ラーニング

214 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

215 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 講師資料

216 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 講師資料

217 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

218 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 その他

219 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

220 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・人権・個人情報保護・コンプラ 講師資料

221 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 その他

222 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 e-ラーニング

223 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 その他

224 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 法令遵守・コンプライアンス 事業団マニュアル・テキスト

225 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 事業団マニュアル・テキスト

226 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 e-ラーニング

227 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 人権 e-ラーニング

228 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 e-ラーニング

229 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 e-ラーニング
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230 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 e-ラーニング

231 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 その他

232 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 個人情報保護 その他

233 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 その他

234 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 接遇研修 講師資料

235 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止 講師資料

236 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束・虐待防止

237 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

238 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 身体拘束 講師資料

239 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 ハラスメント 講師資料

240 社会福祉法人　大阪府社会福祉事業団 虐待防止 講師資料

241 社会福祉法人秀美福祉会 LGBT等性的マイノリティの基本的理解と企業 「LGBTの理解と配慮について」

242 社会福祉法人四幸舎和会 コミュニケーションと人との接し方について 講師のレジュメ・資料

243 社会福祉法人めぐみ会 蹉跎保育園 今を大切にすること・思春期を見通した保育とは

244 社会福祉法人旭ヶ丘学園 ハラスメントに関する問題 就業規則

245 社会福祉法人　山善福祉会 「障がいのある子どもや保護者理解について」～子どもや保護者への適切な
対応～

講師のレジュメ・資料

246 社会福祉法人　たけるの里 虐待防止・権利擁護について

247 社会福祉法人　都島友の会 認定こども園　友渕児童センター 児童虐待について（職員ハンドブック）

248 社会福祉法人　都島友の会 認定こども園　桜宮児童センター 児童虐待について（職員ハンドブック）

249 社会福祉法人　都島友の会 認定こども園　成育児童センター 児童虐待について（職員ハンドブック）
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250 社会福祉法人　都島友の会 認定こども園　都島児童センター 児童虐待について（職員ハンドブック）

251 社会福祉法人　都島友の会 認定こども園　ひがみや児童セン
ター

LGBTQについて（職員ハンドブック）

252 社会福祉法人　都島友の会 保育所　都島乳児保育センター 児童虐待について（職員ハンドブック）

253 社会福祉法人　都島友の会 保育所　都島第二乳児保育センター 児童虐待について（職員ハンドブック）

254 社会福祉法人　都島友の会 保育所　友渕乳児保育センター・分
園

児童虐待について（職員ハンドブック）

255 社会福祉法人　都島友の会 訪問介護ひーぐるま ハラスメントについて

256 社会福祉法人　都島友の会 こども発達サポートステーション
それいゆ

障がい者・児童虐待について

257 社会福祉法人　都島友の会 認定こども園　ひがみや児童セン
ター

児童虐待について（職員ハンドブック）

258 社会福祉法人　都島友の会 特別養護老人ホームひまわりの郷・
デイひまわり

カスタマーハラスメントについて

259 社会福祉法人　都島友の会 デイひまわり 高齢者虐待防止について

260 社会福祉法人　都島友の会 こども発達サポートステーション
それいゆ

ハラスメントについて

261 社会福祉法人　都島友の会 保育所　友渕乳児保育センター・分
園

児童虐待について（職員ハンドブック）

262 社会福祉法人　都島友の会 特別養護老人ホームひまわりの郷・
デイひまわり

身体拘束ゼロを目指すためには何が必要か

263 社会福祉法人　都島友の会 訪問介護ひーぐるま 高齢者虐待防止について

264 社会福祉法人　都島友の会 こども発達サポートステーション
それいゆ

ハラスメントの対策について

265 社会福祉法人　都島友の会 訪問介護ひーぐるま 倫理、法令順守について

266 社会福祉法人　都島友の会 特別養護老人ホームひまわりの郷・
デイひまわり

高齢者の権利侵害について

267 社会福祉法人　蒼生福祉会 南郷の里 人権研修
身体拘束・虐待防止について

テキスト

268 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 すくよか 新型コロナ禍の中で人権を考える

269 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 かんなびのさと 新型コロナ禍の中で人権を考える
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270 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 こんごう 新型コロナ禍の中で人権を考える

271 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 かつらぎ 新型コロナ禍の中で人権を考える

272 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 にじょう 新型コロナ禍の中で人権を考える

273 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 こども発達支援課 新型コロナ禍の中で人権を考える

274 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 しいのき寮 新型コロナ禍の中で人権を考える

275 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 すぎのき寮 新型コロナ禍の中で人権を考える

276 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 明光ワークス 新型コロナ禍の中で人権を考える

277 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 大阪INA職業支援センター 新型コロナ禍の中で人権を考える

278 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 地域生活総合支援センターあい 新型コロナ禍の中で人権を考える

279 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 地域生活総合支援センターいま 新型コロナ禍の中で人権を考える

280 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 茨木市立障害福祉センターハートフ
ル

新型コロナ禍の中で人権を考える

281 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 地域生活総合支援センターワークく
みのき

新型コロナ禍の中で人権を考える

282 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 ワークさつき 新型コロナ禍の中で人権を考える

283 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 じょぶライフだいせん 新型コロナ禍の中で人権を考える

284 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 地域生活総合支援センターきらら 新型コロナ禍の中で人権を考える

285 社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団 地域生活総合支援センターおんど 新型コロナ禍の中で人権を考える

286 社会福祉法人　柏原市社会福祉協議会 人権・メンタルヘルス研修
人権について。法人内規程について
介護現場におけるハラスメントについて
グループワーク・個人ワーク

講師のレジュメ・資料

287 社会福祉法人　智恩福祉会 コロナに対して正しい情報や知識を持つ（感染した職員、園児との人間関係の
作り方）

DVD「コロナと人権」－敵はウイルス　人じゃない！！－亀
岡市動画チャンネル

288 社会福祉法人　川福会 身近な「人権問題」について 人権自己診断～こんなときどうする～
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289 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 仲間と共に育ちあう教育保育とは

290 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 発達障がいのある子どもたちの理解と支援

291 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 一人一人の障がいを理解し、適切な支援を学ぶ～子どもへの支援～

292 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 困難を抱える子どもたちの保育で大切にしたいこと

293 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 一人一人の障がいを理解し、適切な支援を学ぶ～保護者への支援～

294 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 子どもの見る聞く力の理解と指導
～学習に必要な基礎力～

295 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 障がい児保育の理解

296 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 障がい児の発達の援助

297 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 障がい児保育の指導計画・記録及び評価

298 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 保護者が対応に迷う子ども達と保護者への対応を「注意力」「感受性」「身体リ
ズム」で整理する

299 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 家庭及び関係機関との連携

300 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 発達障がいのある子ども・保護者への支援と保育者の関わり

301 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 行動理解といわゆる「困った行動」への対応～環境設定や大人の対応を検討
しよう～

302 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 一人ひとりをより良く理解するために～多様性を認め合える集団作り～

303 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 乳幼児期における自己信頼性の啓培と保育

304 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 親の立場から切れない支援を考える

305 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 保育に活かせる気になる子どもへのかかわり方

306 社会福祉法人あおい会 あおいこども園 木場園療育～実践を通して学ぶ～

307 社会福祉法人　恵由福祉会 幼保連携型認定こども園　土居ひま
わりこども園

子どもへの言葉がけと接し方



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

308 社会福祉法人　恵由福祉会 高瀬ひまわりこども園 言葉の力を知る
・言葉がけの前に気を付ける立ち振る舞い
・言葉の影響力について

309 社会福祉法人　恵由福祉会 田原台ひまわりこども園 人権のためのセルフチェック テキスト「保育園・こども園における人権擁護の為の人権セ
ルフチェック」

310 社会福祉法人　恵由福祉会 信達こども園 「ネット人権侵害と部落差別の現実～いま人権同和教育に問われていること
～差別っていったいなんやねん。私と部落問題」

パワーポイント

311 社会福祉法人つつみ会 withコロナでの保育活動の在り方と個人情報の取り扱いについて

312 社会福祉法人　柳風福祉会 柳風台こども園 性教育について 動画・資料

313 社会福祉法人みなと寮 個人情報保護とプライバシー保護
虐待とは
メンタルヘルスについて
パワハラ・セクハラ防止とヘルプラインについて
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

314 社会福祉法人　恭生会 総合介護福祉施設　和朗園 人権啓発研修
基本的人権

テキスト

315 社会福祉法人柏清会 身体拘束、虐待防止について 高齢者虐待防止ハンドブック

316 社会福祉法人みどりの里 外国人技能実習生を秋に受け入れるに当たり、知って欲しい事や現実に起き
ている問題をテーマに人権という側面から理解を深める。

YouTubeの動画、人権啓発ビデオ「外国人と人権～違いを
認め、共に生きる～」３本

317 社会福祉法人　天照会 超高齢少子化社会で生きる　社会の仕組みと支援の在り方虐待、身体拘束防
止
成年後見制度　制度の概要を理解する

講師のレジュメ・資料
ビデオ等視聴覚教材

318 社会福祉法人　秀明会 身体拘束廃止・高齢者（障がい者）虐待防止について 講師のレジュメ・資料

319 社会福祉法人　秀明会 身体拘束廃止・高齢者（障がい者）虐待防止について 講師のレジュメ・資料

320 社会福祉法人　博乃会 高齢者虐待防止について テキスト「高齢者虐待防止について」



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

321 社会福祉法人長尾会 第２長尾保育園 ・発達障がい児支援のための研修
・今を大切にすること
・思春期を見通した保育
・幼児教育人権（親学習について）
・子どもの虐待防止
・子どもの目線に立った保育講座
・就学前研修
・子育て支援
・保育者連携
・保育の質を深める
・障がい児保育で大切にしたいこと
・障がい児共生保育

322 社会福祉法人めぐみ会 常称寺保育園 就学前人権教育研修「子ども一人一人の主体性が尊重される保育」

323 社会福祉法人天心会 患者の人権・権利について 講師のレジュメ・資料


