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平成 30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“差別をなくす”から“手をつなぐ”へ～包摂をもって差別を超える～ 

   タウンスペースＷＡＫＷＡＫ 業務執行理事兼事務局長 岡本 工介さん 

②人権主担者の役割について 

  人権政策課職員 

 60名 

第２回 

７月５日 

高齢者の人権～高齢者虐待の現状と課題～ 

 神戸学院大学総合リハビリテーション学部 准教授 水上 然さん 

 75名 

第３回 

８月２日 

災害時に外国人を助ける「やさしい日本語」 

～あなたの情報は本当に届いていますか～ 

 「やさしい日本語」有志の会 代表 花岡 正義さん、杉本 篤子さん 

 73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 17日 人権行政の今後の課題～多文化共生社会を築くために～ 

社会学研究者（奈良教育大学名誉教授） 中川 喜代子さん 

 88名 

 
 

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 24日 

違いを楽しみ、力に変える～多文化共生と「新」時代～ 

 羽衣国際大学 教授 にしゃんたさん 

184名 

第２回 

10月 25日 

男性は何をどう悩むのか～男性視点から考えるＤＶ～ 

 『男』悩みのホットライン相談員 

 80名 

第３回 

12月 17日 

これって虐待？～高齢者における権利擁護の視点～ 

 有限会社たむらソーシャルネット 代表 田村 満子さん 

145名 

 

 

 

 

資料１ 
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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 18日 こども未来部 

 子どもの人権と子どもの権利条約 

  やまびこ法律事務所 弁護士 馬場 圭吾さん 

33名 

５月 30日 

 

市立病院 

八尾市人権教育・啓発プランの実践～つながる心を育む接遇研修～ 

一般社団法人日本地域統合人材育成機構 理事長 重田 由美さん 

173名 

10月 17日 消防本部 

震災と人権について 

 被災地ＮＧＯ協働センター 増島 智子さん 

63名 

10月 23日 教育総務部・学校教育部 

 「外国人」の人権～地域社会を共に創る人として～ 

  一般財団法人八尾市人権協会 事務局長 朴 洋幸さん 

40名 

12月４日 こども未来部 

子どもを取り巻く環境と保護者への支援について 

 大阪大谷大学 人間社会学部人間社会学科 教授 農野 寛治さん 

75名 

12月 18日 都市整備部、建築部、水道局 

 職場におけるハラスメントの理解と防止 

  大阪企業人権協議会 企業人権協サポートセンター長 芝本 正明さん 

50名 

12月 19日 財政部、人権文化ふれあい部、地域福祉部、会計課、市議会事務局、 

監査事務局、公平委員会、選挙管理委員会 

 隣保館及び隣保事業の歴史と役割について 

  全国隣保館連絡協議会 常任顧問兼事務局長 中尾 由喜雄さん 

190名 

１月 28日 健康まちづくり部 

 ゲートキーパー研修 

  上智大学 グリーフケア研究所 特別研究員 小髙 真実さん 

集計中 

調整中 危機管理、政策企画部、総務部 

 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 
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【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 21日 

在日外国人教育を進めるために 

 一般財団法人八尾市人権協会 事務局長 朴 洋幸さん 

60名 

第２回 

６月 19日 

「ある精肉店の話」命をいただき、いのちは生きる 

 貝塚市人権協会会長 太鼓屋嶋村主宰 北出 昭さん 

64名 

第３回 

７月 25日 

自殺対策～ゲートキーパー養成講座～ 

 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 

64名 

第４回 

10月 16日 

障がい者理解教育を進めるために 

 木島英登バリアフリー研究所 代表 木島 英登さん 

58名 

第５回 

12月４日 

すべての学校で取り組むことのできる人権部落問題学習の教育実践を考える 

 八尾市立龍華小学校 首席 清原 沙知子さん 

22名 

第６回 

１月 29日 

男女共同参画社会をめざす学校づくり 

 大阪市立大学大学院 准教授 古久保 さくらさん 

集計中 

 

 

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。 

４月 16日 校園長人権教育研修会① 

いじめへの対応について 

大阪芸術大学 教授 西林 幸三朗さん 

52名 

７月 26日 校園長人権教育研修会② 

 児童虐待への対応について 

  立命館大学 教授 野田 正人さん 

50名 

８月 23日 教頭人権教育研修会 

 今、求められるいじめ問題の理解と対応の実際 

 関西外国語大学 教授 新井 肇さん 

43名 
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【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９日 

人権が尊重される明るく住みよい社会をめざして 

～私の歩んだ同和問題～ 

元三重県人権センター職員 味岡 一博さん 

107名 

第２回 

８月 24日 

第１回八尾市人権啓発セミナーと合わせて実施 184名 

(うち

56名) 

第３回 

10月 25日 

第２回八尾市人権啓発セミナーと合わせて実施 80名 

(うち

58名) 

第４回 

12月 17日 

第３回八尾市人権啓発セミナーと合わせて実施 145名 

(うち

56名) 

第５回 

２月４日 

地域における虐待予防について 

 児童虐待防止協会 理事長 津崎 哲郎さん 

集計中 

 

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 16日 障がい者理解を深めるための「駅で落ちない落語」 

～駅のホーム転落事故をなくすために私たちができること～ 

 落語家 桂 福点さん 

249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 人と防災未来センター及びＪＩＣＡ関西 55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。 

６月 24日 用和地区 

福祉委員会 

笑いと地域 

 ㈱オフィスなかがわ 代表 中川 政雄さん 

７月７日 上之島地区 

福祉委員会 

聞き書き＆傾聴について 

 ＮＰＯ法人いきいきつながる会 八尾支部支部長 近藤 博さん 
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７月 20日 刑部地区 

福祉委員会 

私が落語を演じた理由（福祉落語「私の落語人生」より） 

 兵庫県公認福祉落語家 壽 文寿さん 

11月９日 亀井地区 

福祉委員会 

八尾市災害時要配慮者支援から考える障がいのある人の人権 

 八尾市障害者団体連合会 

11月 10日 南高安地区 

福祉委員会 

地域で守ろう子どもの人権 

 大笑い福祉使 楽語家 交遊亭 楽笑さん 

11月 11日 山本地区 

福祉委員会 

災害時要配慮者支援講習会 

 八尾市障障害者団体連合会 

11月 11日 亀井小東地区 

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 伊藤 栄子さん、西川 ありさん 

11月 24日 大正北地区 

福祉委員会 

笑顔で共に生きるために 

 （一社）高槻市人権まちづくり協会  

元人権啓発指導員 本田 大美子さん 

11月 25日 高美地区 

福祉委員会 

地域で結ぶ幸齢者福祉～人権まもって、明るい未来へ～ 

 大笑い福祉使 楽語家 交遊亭 楽笑さん 

12月９日 大正南地区 

福祉委員会 

笑顔で共に生きるために 

 （一社）高槻市人権まちづくり協会  

元人権啓発指導員 本田 大美子さん 

１月 16日 北山本地区 

福祉委員会 

女も男もイキイキ生きる～ＣＭを見ながら考えてみませんか～ 

 ＮＰＯ法人ＳＥＡＮ 理事長 小川 真知子さん 

１月 29日 安中地区 

福祉委員会 

私が落語を演じた理由（福祉落語「私の落語人生」より） 

 兵庫県公認福祉落語家 壽 文寿さん 

２月２日 南山本地区 

福祉委員会 

車いす介助の体験などを通して障がい者への理解を深めましょう！ 

 八尾市立障害者総合福祉センター 

  所長 佐分 佐知枝さん、指導員 尾野 真衣子さん 

２月５日 曙川東地区 

福祉委員会 

女も男もイキイキ生きる～ＣＭを見ながら考えてみませんか～ 

 ＮＰＯ法人ＳＥＡＮ 理事長 小川 真知子さん 

２月 16日 高美南地区 

福祉委員会 

調整中 

 折田総合法律事務所 中村 和也さん 

調整中 西郡地区 

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 22日 アリオ八尾にて、世界人権宣言パネル展を開催 
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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 16日 

11月 17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法啓発マスクを配布 

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 

やお DV相談専用ダイヤルカード・女性相談カードを配架 

デート DV予防啓発リーフレットを中学生に配付予定 

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 

差別防止啓発ステッカーを作成予定 

人権教育・啓発プラン推進市民フォーラムにおいて、ひゅーぺんのＬＩＮＥスタンプ作成 

 


