
 
 

平成 29年度の人権教育・啓発の取り組み状況 

 

【人権政策課主催事業】 

人権主担者研修 

さまざまな人権問題を正しく理解し、「一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり」をめ

ざして、職員の人権意識の高揚を図るとともに、「第２次八尾市人権教育・啓発プラン」に掲げて

いる「市職員に対する取り組み」を効果的に推進していくことを目的として実施。 

第１回 

５月 24日 

①部落差別解消推進法の施行と課題 

近畿大学人権問題研究所 教授 奥田 均さん 

②人権主担者の役割について 

  人権政策課職員 

117名 

第２回 

７月 10日 

障害者差別解消法について～障害者が自分らしい暮らしを実現するために～ 

大阪府立大学 准教授 三田 優子さん 

82名 

第３回 

８月 23日 

ヘイトスピーチ解消法施行と行政の課題 

NPO法人多民族共生人権教育センター 事務局長 文 公輝さん 

59名 

 

男女共同参画研修 

男女共同参画を進めるためには、職員一人ひとりが男女共同参画を正しく理解し、男女共同参画の

視点に立って業務にあたることが重要であり、職員の男女共同参画意識をさらに高めることを目的

として実施。 

第１回 

５月 16日 

部下が活躍できる職場環境づくり 

NPO法人ファザーリング・ジャパン関西 理事長 篠田 厚志さん 

70名 

第２回 

10月 16日 

ワーク・ライフ・バランス研修～これからの時代に求められる働き方～ 

株式会社 ICB 代表 瀧井 智美さん 

70名 

 

トップセミナー 

人権尊重の社会づくりを進めるためには、職員一人ひとりが人権尊重の視点に立って業務を遂行す

ることが必要であり、人権意識の高揚を図り、人権施策の総合的かつ効果的な推進を図れるよう、

人権にかかわる庁内推進体制の充実につなげることを目的として実施。 

１月 30日 インターネットと人権侵害～差別書き込みの被害者を救うには～ 

株式会社情報文化総合研究所 所長 佐藤 佳弘さん 

今後 

実施 

 

人権啓発セミナー 

広く人権問題全般にわたる情報を提供し、人権意識の高揚と差別のない明るいまちづくりを推進す

るため、市民と行政職員が、ともに人権尊重の社会づくりについて学ぶことを目的として実施。 

第１回 

８月 30日 

LGBTを理解する～多様な家族のかたち～ 

元タカラジェンヌ 東 小雪さん 

208名 

第２回 

12月１日 

たたく以外も DV？～精神的暴力を知る～ 

女性共同法律事務所 弁護士 髙坂 明奈さん 

87名 

第３回 

１月 17日 

スマホ時代の子どもたちに大人ができること 

一般社団法人 ソーシャルメディア研究会 石川 千明さん 

今後 

実施 

資料１ 



男女共同参画週間講演会 

男女共同参画社会の形成の重要性を広く市民に周知し理解を求めるため、男女共同参画週間行事と

して講演会を実施。 

６月 29日 あなた、わたしがいなくなっても大丈夫？知ってトクする、おひとりさまの老後

ノンフィクションライター 中澤 まゆみさん 

122名 

 

はつらつフォーラム 

市民（公募市民）と行政の協働により、事業の企画・運営を行い、地域に根差した男女共同参画社

会の実現をめざし、男女共同参画に関する市民の理解を深めることを目的として実施。 

10月 28日 下流老人の実態～孤立しないための地域力～ 

NPO法人 ホットプラス代表理事 藤田 孝典さん 

110名 

 

職場人権研修 

「一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり」をめざして、職員の人権意識の高揚を図る

とともに、「第２次八尾市人権教育・啓発プラン」に掲げる「市職員に対する取り組み」を効果的

に推進することを目的として実施。 

５月 31日 市立病院 

八尾市人権教育・啓発プランの実践～ホテルの接遇とホスピタリティ～ 

  中森 崇泰さん 

211名 

６月 16日 

６月 20日 

教育総務部、学校教育部 

同和問題への取り組みと現状・窓口（電話）対応について 

  人権教育課 課長 森 英世、主査 菊川 寛仁 

65名 

7月 25日 こども未来部 

じぶん、まる！～性って、だれかに決められるもの？～ 

  にじいろ i-Ru（アイル） 田中 一歩さん、近藤 孝子さん 

47名 

８月３日 財政部、人権文化ふれあい部、会計課、市議会事務局、選挙管理委員会、監査・公平委員会 

行政における傾聴コミュニケーション能力について 

社会福祉法人ポポロの会 総合施設長兼事務局長 重野 勉さん 

112名 

10月 18日 消防本部 

「障害者差別解消法について」消防職員に関する人権問題について 

  大阪府立大学 准教授 三田 優子さん 

53名 

10月 31日 

 

健康まちづくり部 

発達障がいを理解する 

大阪府立大学 准教授 三田 優子さん 

54名 

12月 18日 都市整備部、建築部、水道局 

 インターネットと部落問題 

  公益財団法人反差別・人権研究所みえ 常務理事兼事務局長 松村 元樹さん 

集計中 

調整中 危機管理、政策企画部、総務部 

 調整中 

  NPO法人とれじゃーBOX 理事長 大槻 由美さん 

今後 

実施 



調整中 地域福祉部 

 調整中 

  調整中 

今後 

実施 

調整中 経済環境部、農業委員会 

 調整中 

  調整中 

今後 

実施 

 

 

【人権教育課主催事業】 

人権教育研修講座 

幼稚園・小学校・中学校・特別支援学校における人権尊重の教育をより一層前進させるため、人権

教育推進上の課題や実践事例等について研修を行い、教職員の人権意識の高揚と資質向上を図るこ

とを目的として実施。 

第１回 

５月 22日 

ＬＧＢＴと人権 

ＮＰＯ法人ＱＷＲＣ 理事 近藤 由香さん 

59名 

第２回 

６月 19日 

新しい時代を迎えた障がい者問題～子どもたちとの学びの現場から～ 

大阪教育大学 非常勤講師 松永 真純さん 

62名 

 

第３回 

７月 26日 

自殺防止の現状と学校現場でできること 

加古川市教育相談センター 学校支援カウンセラー 阪中 順子 さん 

63名 

 

第４回 

10月 17日 

差別をしない社会づくりに向けて～部落問題を中心に～ 

関西大学人権問題研究室 委嘱研究員 宮前 千雅子さん 

57名 

 

第５回 

１月 25日 

多文化共生の学校園づくり 

大阪教育大学 非常勤講師 北川 知子さん 

今後 

実施 

 

管理職人権教育研修 

人権尊重の理念に立脚し、学校園における教育活動のあらゆる場面において、こどもたちの人権感

覚を育み、人権についての正しい知識・理解を図る学校園経営のあり方等について研修し、管理職

として必要な人権教育に関する認識を高め、学校園における人権教育の推進及び充実に資すること

を目的として実施。 

第１回 

７月 27日 

LGBTへの理解と幼・小・中の連携した支援 

大阪女学院大学・短期大学 教授 関根 聴さん 

51名 

第２回 

８月 25日 

部落差別解消法に基づく人権教育の創造 

近畿大学人権問題研究所 教授 奥田 均さん 

46名 

 

 

【人権啓発推進協議会主催事業】 

人権啓発推進委員養成研修 

地域における人権啓発の推進を図るため、各地区福祉委員会に５名の人権啓発推進委員をおき、人

権啓発に関する研修会等に参加し、人権意識の高揚に努めることを目的として実施。 

第１回 

７月 14日 

みんなで考えよういじめの問題～子どもは誰から学んでいるの？～ 

平成 28年度八尾市人権教育・啓発プラン推進市民フォーラム委員 

76名 



第２回 

８月 30日 

第１回八尾市人権啓発セミナーと合わせて実施 208名 

(うち61名) 

第３回 

12月１日 

第２回八尾市人権啓発セミナーと合わせて実施 87名 

(うち47名) 

第４回 

１月 17日 

第３回八尾市人権啓発セミナーと合わせて実施 今後 

実施 

第５回 

２月予定 

人と地域をつなぐ良い対話を始めよう～人権啓発推進委員の大きな役割～ 

 ホリスティック教育実践研究所 所長 金 香百合さん 

今後 

実施 

 

みんなのしあわせを築く八尾市民集会 

全市民を対象に、人権尊重の精神に基づき、さまざまな人権課題をテーマに開催することで、人権

意識の高揚を図ることを目的として実施。 

11月 17日 ①人権尊重のまちづくりをめざして～差別解消３法から考える～ 

  大阪府立大学大学院経済学研究科副研究科長・教授 

  八尾市人権尊重の社会づくり審議会 会長 水鳥 能伸さん 

②LGBTトーク＆コンサート 自分らしく生きる 

  二色の声を持つ歌姫 悠以さん 

165名 

 

一日研修会 

人権に関するさまざまな施設を訪れ、展示見学や講話など、直接体験することを通じ、人権意識の

高揚を図ることを目的として実施。 

９月 14日 施設見学 リバティおおさか及び大阪少年鑑別所 49名 

 

地区人権研修 

各地区福祉委員会が実施主体となり、差別のない明るいまちづくりのため、地域における人権啓発

をさらにすすめることを目的として実施。２年計画で３２地区福祉委員会すべてで研修を実施。 

７月５日 高安地区 

福祉委員会 

高齢者の人権について 

高安中学校区高齢者あんしんセンタ―寿光園 

７月 14日 高砂地区 

福祉委員会 

高齢者と人権について 

上之島中学校区高齢者あんしんセンタ―スローライフ八尾 

10月 27日 志紀地区 

福祉委員会 

地域で結ぶ幸齢者福祉～人権守って明るい未来へ～ 

［大笑い福祉使］楽語家 交遊亭 楽笑さん 

10月 28日 東山本地区 

福祉委員会 

映画上映 みんなの学校 

 

11月１日 龍華地区 

福祉委員会 

地域で結ぶ幸齢者福祉～人権守って明るい未来へ～ 

［大笑い福祉使］楽語家 交遊亭 楽笑さん 

11月８日 長池地区 

福祉委員会 

地域で結ぶ幸齢者福祉～人権守って明るい未来へ～ 

［大笑い福祉使］楽語家 交遊亭 楽笑さん 

11月 18日 八尾第三地区 

福祉委員会 

高齢者向け消費者問題 

関西消費者協会サポーター 伊藤 安生さん 



12月５日 美園地区 

福祉委員会 

地域の防災に女性の視点を 

NPO法人とれじゃーBOX 理事長 大槻 由美さん 

12月８日 曙川地区 

福祉委員会 

一人ひとりの存在に意味がある～高齢者の人権を考える～ 

NPO法人えんぱわめんと堺／ES 代表理事 北野 真由美さん 

１月 30日 永畑地区 

福祉委員会 

地域で結ぶ幸齢者福祉～人権守って明るい未来へ～ 

［大笑い福祉使］楽語家 交遊亭 楽笑さん 

２月４日 西山本地区 

福祉委員会 

（仮）災害時要配慮者支援について 

八尾市障害者団体連合会 

２月 15日 竹渕地区 

福祉委員会 

（仮）高齢者と子どもの人権について 

［大笑い福祉使］楽語家 交遊亭 楽笑さん 

２月 18日 高安西地区 

福祉委員会 

地域ぐるみの子育て～見守ることとかかわること～ 

NPO法人 KARALIN 李 ぽんみさん、伊藤 栄子さん 

３月４日 八尾第二地区 

福祉委員会 

施設見学 

ATCエイジレスセンター・ピースおおさか 

調整中 八尾小校区第一地区 

福祉委員会 

調整中 

調整中 久宝寺地区 

福祉委員会 

調整中 

 
 

【八尾市・八尾市教育委員会・世界人権宣言八尾市実行委員会共催事業】 

世界人権宣言パネル展 

「一人ひとりの人権が尊重される心豊かなまちづくり」をめざす取り組みとして、世界人権宣言が

謳う基本的人権の意義や重要性について、広く啓発を行うことを目的に実施 

９月 30日 アリオ八尾にて、世界人権宣言パネル展を開催 

 

ひゅーまんフェスタ 

すべての人権が尊重されるまちづくりをめざす取り組みとして、市と市民が協働して人権の大切さを

考える催しとして開催し、さまざまな人権問題に対する市民への啓発に努めることを目的として実施 

11月 17日 

11月 18日 

プリズムホールにて、ひゅーまんフェスタを開催 

 

 

【その他】 

差別解消３法啓発ポスターを市内各所に掲出 

差別解消３法啓発シャープペンシルを配布 

差別落書き防止啓発ポスターを市内各所に掲出 

いじめ防止啓発カードを市内小中学生に配付 

デート DV予防啓発リーフレットを中学１年生に配付 

やお DV相談専用ダイヤルカードを配布 

近鉄八尾駅、河内山本駅、JR久宝寺駅、八尾駅にて人権週間街頭啓発を実施 

 


