
（裏面へつづく） 

大阪府委託事業 

2014（平成 26）年度 大阪府人権総合講座  

人権総合相談員養成（基礎）コース 開催案内 
 

1  目  的 相談に寄せられる悩みや相談にいたる背景を理解し、必要に応じて関係機関の紹介や連携ができる 

相談員を養成します。 
 

2  対 象 者 相談業務経験が概ね 1 年未満の人 
 

3  実施主体 一般財団法人大阪府人権協会（主催：大阪府） 
 

4  定  員 50 人 

 

5  実施期間 2014（平成 26）年 6 月 17 日（火）～8 月 6 日（水） 

 

6  会  場 HRC ビル（AIAI おおさか） 大阪市港区波除 4-1-37 

 

7  参加・資料代 無料 

 

8  指定科目 32 科目 

 

9  受講日程 裏面指定履修科目を御覧ください。 

 

10 申  込 (①又は②のいずれかに必要事項を記入し、郵送、E メール、FAX でお申込みください。) 

①コース受講者  ⇒「人権総合相談員養成（基礎）コース」受講申込書（様式 1） 

②科目選択受講者 ⇒「科目選択」受講申込書（様式 4） 

 

11 申込期限 2014（平成 26）年 5 月 27 日（火）17：00 必着 ＊定員に満たない場合は継続して受け付けます。 

 

12 受講者の決定 

(1) 各科目で受講希望者が定員を超えた場合は、コース受講者を優先します。 

(2) 本事業は府及び市町村において人権施策を推進することが目的であるため、コース受講者については、 

市町村において人権啓発や人権相談の業務等に従事する方を優先します。 

(3) 上記の(1)(2)によってもなお定員を上回る場合は抽選にて決定します。 

(4) 受講決定者に、6 月 6 日以降に当協会から E メール、FAX 等にて連絡します。 

(5) 受講決定後にやむを得ず受講を辞退される場合は当協会に連絡してください。 

 

13 科目履修及びコース修了認定・修了証書の交付 

次の修了要件を満たし、かつ、「講座企画委員会」において修了認定を受けたコース受講者には、大阪府知

事名の修了証書を交付します。修了証書の再発行はできません。 

※今年度中に修了要件を満たさない場合は未修了になります。（次年度以降への持ち越しはできません） 

【履修・コース修了要件】 

①コース指定の全科目を履修することが必要です。 

履修とは、科目への出席と科目ごとの「受講レポート」（200 字以上)を提出することです。 

②欠席はコース指定の全科目の概ね 1 割（４科目以内）以内とします。欠席した科目については「特別レポー

ト」（500 字以上)を提出することが必要です。 

③コース指定の全科目を履修した後に、示された課題について作成する「修了レポート」(800 字以上)を当協

会が指定する期日までに提出することが必要です。 

14 科目履修証明書の交付 

受講者から申し出があった場合、当協会代表理事名の科目履修証明書を交付します。 

交付は履修した年度のみです。2014（平成 26）年 8 月 6 日までに指定の用紙で請求してください。 

科目履修証明書の再発行はできません。 

15 出席について 

(1) 欠席、遅刻、早退等の場合は当協会まで連絡してください。（FAX、メールでも可） 

(2) 15 分以上の遅刻、早退は欠席扱いとします。 

 ただし、公共交通機関の遅れの場合は延着証明の提出により、30 分以内であれば出席扱いとします。 

 



16 その他 

(1) 2014（平成 26）年度大阪府人権総合講座総合案内（前期）を併せて御覧ください。 

(2) 2013（平成 25）年度で共通分野の必須科目（人権論･個人情報の保護と共有･援助の意味と役割）を履修

された方は、当該科目の受講が免除されます。 

※申込書の受講状況に、各コースの修了の有無を記入してください。 

(3) 受講申込書記入の個人情報は本講座に関することのみに使用し、厳重に保管の上、本講座終了後、整理が

できた時点で破棄します。 

(4) 後期開催分は 9 月頃案内する予定です。 

開催予定コース：人権総合相談員養成（応用コース・専門コース）、コーディネーター養成コース 

(5) 共通分野の必須科目（人権論・個人情報の保護と共有・援助の意味と役割）は後期も実施します。 

(ただし、DVD 視聴での受講となります。) 

 

人権総合相談員養成（基礎）コース 指定科目（全 32 科目） 

No 開催日 時間 形式
科目

網かけは共通分野の必須科目
講師名

（敬称略）
所属 会場

9:10～9:30 開講式 事務局 ＨＲＣ

1 9:30～11:00 講義
人権論（3コース合同実施）
普遍的とされる「人権」の概念と社会的関係性について

阿久澤　麻理子 大阪市立大学 ＨＲＣ

1 2 6月17日 11:10～12:40 講義
外国人の人権問題
多文化共生への道のり～今、気づき、考えてほしいこと～

朴　洋幸 （一財）八尾市人権協会 ＨＲＣ

3 （火） 13:30～15:00 講義
女性の人権問題の現状と課題
固定的性的役割分担意識や社会参加等について

宮本　由起代
（特活）大阪心のサポー
ト・ステーション

ＨＲＣ

4 受付8:45～ 15:15～16:45 講義
大阪府における人権相談の現状
大阪府内の人権相談の現状について

上田　大造 （一財）大阪府人権協会 ＨＲＣ

5 9:30～11:00 講義
セクシュアルハラスメント・パワーハラスメント
セクシュアル・パワーハラスメントの構造や現状について

加藤　伊都子
（有）フェミニストカウン
セリング堺

ＨＲＣ

2 6 6月25日 11:10～12:40 講義
雇用保険制度
雇用保険制度の概要について

職員 大阪労働局職業安定部 ＨＲＣ

7 （水） 13:30～15:00 講義
ＨＩＶ陽性者の人権問題
ＨＩＶとＡＩＤＳ、ＨＩＶをとりまく現状とその課題について

白阪　琢磨
（独）国立病院機構大阪医
療センター

ＨＲＣ

8 受付9:15～ 15:15～16:45 講義
障がい者問題の現状と課題
障がい者をとりまく現状とその課題について

東谷　太
自立生活センター・いこ
らー

ＨＲＣ

9 9:30～11:00 講義
公正採用と就職差別
公正採用と就職差別の実態等について

柴原　浩嗣 （一財）大阪府人権協会 ＨＲＣ

3 10 7月3日 11:10～12:40 講義
インターネット等での人権侵害について
インターネット等を利用したネット上の人権侵害の現状と課題

世利　桃枝
（特活）ニューメディア人
権機構

ＨＲＣ

11 （木） 13:30～15:00 講義
個人情報の保護と共有（3コース合同実施）
｢個人情報保護法｣と｢相談事業｣と関わった個人情報保護と共有

谷元　達夫 元　大阪府人権協会 ＨＲＣ

12 受付9:15～ 15:15～16:45 講義 援助の意味と役割（3コース合同実施）
「人を援助すること」の意味を問い直す～対人援助の本質へのアプローチ～

岩間　伸之 大阪市立大学 ＨＲＣ

13 9:30～11:00 講義
同和問題の現状と課題
部落問題の基本的認識をふまえて

村井　茂 （一財）大阪府人権協会 ＨＲＣ

4 14 7月8日 11:10～12:40 講義
法律相談、扶助制度
法律手続きと民事法律扶助制度の概要について

丹羽　雅雄 弁護士 ＨＲＣ

15 （火） 13:30～15:00 講義
公的年金制度
公的年金制度の概要について

今村　世津子 特定社会保険労務士 ＨＲＣ

16 受付9:15～ 15:15～16:45 講義
自殺防止の取り組み
自殺の現状と自殺防止活動の現状

澤井　登志 （一財）大阪府人権協会 ＨＲＣ

17 9:30～11:00 講義
介護保険制度
介護保険制度の概要について

水上　然
神戸学院大学総合リハビリ
テーション学部

ＨＲＣ

5 18 7月17日 11:10～12:40 講義
子どもを取り巻く現状と課題
学校現場を中心に子どもをとりまく現状とその課題について

職員 大阪府教育センター ＨＲＣ

19 （木） 13:30～15:00 講義
母子福祉支援制度
母子（父子含む）寡婦福祉制度の概要について

職員
大阪府福祉部子ども室家庭
支援課

ＨＲＣ

20 受付9:15～ 15:15～16:45 講義
障がい者福祉制度（障がい者虐待防止法含む）
障がい者福祉制度・施策の概要と障がい者虐待防止法について

大谷　悟 大阪体育大学健康福祉学部 ＨＲＣ

21 9:30～11:00 講義
ひとり親家庭の現状と課題
母子家庭を中心に、ひとり親をとりまく現状とその課題について

神原　文子 神戸学院大学人文学部 ＨＲＣ

6 22 7月24日 11:10～12:40 講義
ひきこもりの相談・支援について
ひきこもりの概念と相談対応について

漆葉　成彦 佛教大学保健医療技術学部 ＨＲＣ

23 （木） 13:30～15:00 講義
傾聴、コミュニケーション①
相談の基本対応を演習を取り入れながら実施

重野　勉 （福）ポポロの会 ＨＲＣ

24 受付9:15～ 15:15～16:45 講義
傾聴、コミュニケーション②
相談の基本対応を演習を取り入れながら実施

重野　勉 （福）ポポロの会 ＨＲＣ

25 9:30～11:00 講義
精神障がい者の相談・支援
精神障がい者をとりまく現状、相談・支援をとおして

石神　文子
（一財）石神紀念医学研究
所

ＨＲＣ

7 26 7月31日 11:10～12:40 講義
ＤＶ（デートＤＶ）の現状と課題
ＤＶ（デートＤＶ含む）に関する現状やその課題について

杉本　志津佳
（有）フェミニストカウン
セリング堺

ＨＲＣ

27 （木） 13:30～15:00 講義
高齢者問題の現状と課題
高齢者をとりまく現状とその課題について

黒田　研二 関西大学人間健康学部 ＨＲＣ

28 受付9:15～ 15:15～16:45 講義
ハンセン病問題
ハンセン病回復者と家族がおかれている実態と今後の課題

職員
ハンセン病回復者支援セン
ター

ＨＲＣ

29 9:30～11:00 講義
生活保護制度
生活保護制度の概要について

職員 大阪府福祉部社会援護課 ＨＲＣ

8 30 8月6日 11:10～12:40 講義
ホームレス（野宿生活者）の人権問題
ホームレス（野宿生活者）をとりまく現状、相談・支援をとおして

山田　實 （特活）釜ヶ崎支援機構 ＨＲＣ

31 （水） 13:30～15:00 講義
同和地区に対する忌避意識
同和地区に対する忌避意識を土地差別を中心に学ぶ

谷川　雅彦 （一財）大阪府人権協会 ＨＲＣ

32 受付9:15～ 15:15～16:45 講義
在日韓国・朝鮮人の人権問題
在日韓国・朝鮮人をとりまく現状とその課題について

李　美葉
（特活）多民族共生人権教
育センター

ＨＲＣ

 
 

 

 

 
 

 

 

問い合わせ・受講申込先 

一般財団法人大阪府人権協会 担当：成田（なりた） 

〒552-0001 大阪市港区波除 4-1-37 HRC ビル 8 階 

TEL：06-6581-8613 FAX：06-6581-8614 E-MAIL：info@jinken-osaka.jp 

 

mailto:info@jinken-osaka.jp

