
（社会福祉法人）
№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

1 社会福祉法人つながり ワークスポット 共生社会の実現と障がい者虐待防止法について 講師のレジュメ・資料

2 社会福祉法人みおつくし福祉会 北中本保育園 お互いを活かし合うための人権シリーズ　「違い」を「力」にするために　職場の
コミュニケーションのヒント

ビデオ等視聴覚教材

3 社会福祉法人飛笑 従業員のSNS利用と人権 ビデオ等視聴覚教材

4 社会福祉法人みおつくし福祉会 新北島保育所 ・インターネットによる人権侵害について、事例を元に考える
・インターネットの活用と人権についての基本理念

講師のレジュメ・資料、出版物等市販教材

5 社会福祉法人花の会 就労支援センターフォルツァ 基本人権、虐待防止法、各施設の責務やリスク管理、ひやりハット 講師のレジュメ・資料

6 社会福祉法人福友会 個人情報保護、法令遵守及び人権意識向上について 講師のレジュメ・資料、ビデオ等視聴覚教材

7 社会福祉法人ほたる 企業と人権について 講師のレジュメ・資料

8 社会福祉法人大阪市手をつなぐ育成会 ビデオ視聴 ビデオ「夜明け前の子どもたち」

9 社会福祉法人上島会 保育士のSNS利用と人権 講師のレジュメ・資料

10 社会福祉法人みのり学園 「さまざまな人権問題に関する研修会」についての報告
感染症予防対策のため、研修報告書とテキストの回覧で全体周知

講師のレジュメ・資料

11 社会福祉法人コスモス福祉会 DVD視聴 DVD「知りたいあたなのこと　外見からはわからない障害・病
気を抱える人」

12 社会福祉法人翠明社 特別養護老人ホーム照葉の里 高齢者虐待防止・身体拘束防止 「高齢者施設における虐待防止に係る自己点検シート」

13 社会福祉法人成光苑 せっつ桜苑 YouTube視聴（3種類の中から1つを選択） YouTube「公正採用と人権」「従業員のSNS利用と人権」「企
業と人権」、「理解度調査シート」

14 社会福祉法人知恩福祉会 子どもに対する虐待を、身近な問題として捉え、身体や服装、態度などにより
SOSを察知し、虐待の防止・解決について考える。

DVD「虐待防止シリーズ」児童虐待

15 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 特別養護老人ホーム四天王寺紅生
園

多様性を認め、人が人を大切にする人権尊重の社会をつくりあげるために何
ができるかを考える。

ビデオ「やさしくの意味」

16 社会福祉法人山善福祉会 「心を育む接遇研修」　子供から保護者まで 講師のレジュメ・資料

17 社会福祉法人みおつくし福祉会 東喜連保育園 家族の多様化について ビデオ「カラフルファミリー」

18 社会福祉法人四天王寺福祉事業団 枚方市立総合福祉会館デイサービ
スセンター

人権に配慮した公正な採用選考について
・聞いてはいけない質問
・性的マイノリティ等について

ハローワーク　公正採用の資料

令和２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

19 社会福祉法人明日葉 精神医療審査会の課題　本来求められるべき権利擁護システムの構築に向け
て

YouTube

20 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（高齢者虐待について）
・身体拘束防止（行動制限改善）

「高齢者虐待防止と不適切なケア」「よりよい介護をめざし
て」

21 社会福祉法人温友会 ・企業における人権尊重の必要性　他 グループワーク

22 社会福祉法人柏原市社会福祉協議会 人権腕だめし 人権腕だめし

23 社会福祉法人杉の子会 こども園つばさ 利用者の権利を守る支援について
・人権に配慮した保育

24 社会福祉法人博乃会 テキスト資料を配布し、各々が精読理解の上、報告書を作成し提出 テキスト「高齢者虐待を防止するために」

25 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

26 社会福祉法人みどりの里 回覧形式で研修を行い手引き冊子に基づき人権についての理解を深める １ 障がい者虐待防止法の理解と対応　２「合理的配慮」を
知っていますか　３ 障がい者差別法ができました　4 防ごう
職場での障がいや虐待　５ 発達障害の理解

27 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 積水ホームテクノ　ウエルスeラーニング

28 社会福祉法人みおつくし福祉会 六反南保育園 あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権 テキスト教材「あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと
人権」

29 社会福祉法人花の会 共働舎花の会 人権腕だめし 人権腕だめし

30 社会福祉法人みおつくし福祉会 相川保育園 あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権 グループワーク

31 社会福祉法人健康会 たんぽぽ福祉用具サービス 人権腕だめし

32 社会福祉法人竹井病院 竹井医院　介護医療院 公正な採用選考について
応募者の基本的人権について

YouTubeチャンネル　企業トップクラス動画

33 社会福祉法人光明福祉会 認定こども園光明保育園 子どもの権利が尊重された保育・教育について Web動画

34 社会福祉法人みおつくし福祉会 香簑保育園 ・インターネットと人権について
・個人情報について

公益財団法人人権教育啓発推進センター「あなたは大丈
夫？考えようインターネットと人権」

35 社会福祉法人光生会 ピープルハウス枚方 誰もが働きやすい職場づくり
高齢者、児童の虐待、地域における差別問題
職場内でのジェンダーレス、年齢等の個人情報の取り扱いについて

報道事例等から独自資料作成
参加者より簡易レポート提出

36 社会福祉法人みおつくし福祉会 大阪市立今津保育所 考えよう　インターネットと人権
児童虐待について

講師のレジュメ・資料、グループワーク

37 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検討し人権啓発 ・運営適正化委員会事業報告書　　　・職務マニュアル



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

38 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 人権腕だめし 人権腕だめし　「高齢者の人権」

39 社会福祉法人東香会 特別養護老人ホームいちょう園 認知症ケアについて 講師のレジュメ・資料

40 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

テキスト教材「大阪府資料(拘束、虐待、セクハラ)」　人権、
接遇関係の書籍

41 社会福祉法人天宗社会福祉事業会 大阪市立矢田第３保育所 人権腕だめし 人権腕だめし

42 社会福祉法人百楽福祉会 特別養護老人ホーム百楽園 資料を配布し、レポートを提出 ・人権腕だめし　・委員会が用意した資料

43 社会福祉法人みおつくし福祉会 大阪市立弘済みらい園のぞみ園 ・ハラスメントの定義と種類
・パワハラの判断基準
・パワハラ練習問題

講師作成のスライド、ワークシート

44 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 DVD視聴 DVD教材「サラーマット　あなたの言葉で」

45 社会福祉法人健康会 牧田町ヘルパーステーション 高齢者人権、性的マイノリティの人権、障がい者の人権、パワハラ問題、セクハ
ラ問題

人権腕だめし

46 社会福祉法人みおつくし福祉会 湯里保育園 インターネットと人権 講師のレジュメ・資料、グループワーク

47 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 「心のバリアフリー」説明教材

48 社会福祉法人恵裕会 光の峰保育園 各自DVD視聴 DVD教材「元気な職場をつくる部下のメンタルヘルス６」

49 社会福祉法人ユタカ福祉会 喜連西デイサービス、ゆたか訪問介
護ステーション、喜連西ケアプランセ
ンター、喜連西小規模多機能型居宅
介護施設ゆたか、喜連地域包括支
援センター、カリーノ保育園、松原カ
リーノ保育園、障がい者相談支援セ
ンターゆたか、介護付有料老人ホー
ムゆたか

1．ハンセン病問題について
2．児童虐待における関係機関の連携
　　ＤＶの増加、子供の貧困、生活の変化、孤立化から考える

1．ハンセン病問題を教育・啓発でどう取り組むか　コロナ禍
における差別とハンセン病問題
2．大阪市社会福祉施設職員人権研修「児童虐待防止にお
ける関係機関の連携」

50 社会福祉法人池田芽ばえ福祉会 東山作業所 人権思想と障がい者福祉の流れについて DVD「障害者と戦争」

51 社会福祉法人みおつくし福祉会 更生施設淀川寮 多様な性に対する無知や無関心が生む偏見差別を考える DVD「わたしらしく　あなたらしく　多様な性を生きる」

52 社会福祉法人みおつくし福祉会 救護施設淀川寮 多様な性に対する無知や無関心が生む偏見差別を考える DVD「わたしらしく　あなたらしく　多様な性を生きる」

53 社会福祉法人大阪市障害者福祉・ス
ポーツ協会

障がい者の人権問題の基本的理解（虐待防止・個人情報保護）について 動画配信

54 社会福祉法人健康会 牧田町ケアプランセンター 人権腕だめし 人権腕だめし



№ 会社名 会社名２ 講演内容 教材等

55 社会福祉法人健康会 そらいろ保育園 人権腕だめし 人権腕だめし

56 社会福祉法人健康会 牧田町ケアセンター 高齢者の人権、性的マイノリティの人権、障害者の人権、パワハラ問題、セク
ハラ問題

人権腕だめし

57 社会福祉法人久義会 理念・個人情報保護法・人権・身体拘束廃止・虐待防止・通報義務・虐待事例
等について

法人作成の資料

58 社会福祉法人久義会 理念・身体拘束廃止・虐待防止・通報義務・虐待事例等について 法人作成の資料

59 社会福祉法人みおつくし福祉会 森之宮保育園
もりのこルーム

あなたは大丈夫？考えようインターネットと人権 テキスト教材、グループワーク

60 社会福祉法人みおつくし福祉会 北さくら園 ・インターネットを利用する中で気を付けなければならないポイントの理解、注
意喚起を促す
・人権問題への関心を高める

・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)
・動画(ネット上の誹謗中傷）
・動画（インターネットと人権）

61 社会福祉法人みおつくし福祉会 長柄保育園 あなたは大丈夫？考えよう！インターネットと人権

62 社会福祉法人清松福祉会 安心苑 高齢者の人権、人権腕だめし 講義、グループワーク

63 社会福祉法人清松福祉会 夢心 高齢者の人権、人権腕だめし 講義、グループワーク

64 社会福祉法人天宗社会福祉事業会 天宗東住吉園 人権腕だめし 人権腕だめし

65 社会福祉法人みおつくし福祉会 ふみのさと倶楽部 従業員のSNS利用と人権について YouTube動画視聴

66 社会福祉法人つくし会 特別養護老人ホーム萱振苑 人権腕だめし 人権腕だめし

67 社会福祉法人百丈山合掌会 「職場のハラスメント問題」マタハラ、パワハラ、メンタルヘルス、ハラスメント相
談

人権腕だめし

68 社会福祉法人ラ・サール福祉会 くずはあけぼの保育園 施設内虐待の防止 DVD「施設内虐待の防止」

69 社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 あすくの里 ・施設建設運動のあゆみと職員に期待するもの
・旧優生保護法訴訟報告会
・プライバシー保護と法令遵守
・身体拘束廃止、高齢者虐待防止
・認知症、精神疾患研修

上映、グループワーク

70 社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 あいらぶ工房 DVD視聴 DVD「どんぐりの家」、グループワーク

71 社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 北摂聴覚障害者センターほくほく 手話言語法の取り組みについて　聴覚障害者の権利擁護や人権に関する取り
組みを学ぶ

一般財団法人全日本ろうあ連盟発行パンフレット「手話言語
法制定へ　手話言語でＧＯ3」

72 社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 北摂聴覚障害者センターほくほく 大阪府実施の障がい者虐待防止・権利擁護研修の内容伝達 大阪府実施の障がい者虐待防止・権利擁護研修資料、グ
ループワーク
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73 社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 聴覚障害者センターなんなん ろうのなかまに寄り添って40年 レジュメ

74 社会福祉法人大阪聴覚障害者福祉会 聴覚障害者センターなんなん こころの課題を持つ聴覚障害者 レジュメ

75 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 テキスト教材「乳幼児期からの人権保育」

76 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 テキスト教材「高齢者虐待防止・身体拘束廃止全体研修」

77 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 テキスト教材「高齢者虐待防止・身体拘束廃止全体研修」

78 社会福祉法人光会 障害者支援施設光園 差別偏見について（ＬＧＢＴ、障害者、外国人） 講師作成資料

79 社会福祉法人恭生会 総合介護福祉施設　和朗園 基本的人権 テキスト教材

80 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 テキスト教材「虐待防止マニュアル」「身体拘束マニュアル」

81 社会福祉法人南河学園 人権腕だめし 人権腕だめし

82 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 テキスト教材「人権リーダー養成講座テキスト１・２・３」

83 社会福祉法人大阪府母子寡婦福祉連
合会

特別養護老人ホーム悠々の苑 人権リーダー養成講座内容の伝達研修 テキスト教材「人権リーダー養成講座テキスト１・２・３」

84 社会福祉法人みおつくし福祉会 玉出東保育園 インターネットと人権 テキスト教材「インターネットと人権」、グループワーク

85 社会福祉法人ここの家 第１ここの家・第２ここの家・グループ
ホームここの家

「障がい者虐待防止マニュアル」について テキスト「障がい者虐待防止マニュアル」

86 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 「ヤングケアラーへの気づき」について テキスト教材「ヤングケアラー　わたしの語り」


