
平成３０年度茨木市人権センター事業報告書 

 
1  人権意識の普及・高揚に係る啓発 

 市民の人権意識の高揚を図るため、工夫を凝らしながら、下記人権啓発事業を開催、 

実施しました。 

① 人権講演会 

・日 時  平成３０年５月３０日(水) 午後２時３５分～午後４時 

・場 所  茨木市福祉文化会館（オークシアター）３０２号室 

・内 容  ＬＧＢＴのこと そして人権 誰もが生きやすい社会へ    

講師 なんもり法律事務所 弁護士 南 和行さん 

・参加者  ７９人 

   

② 親子人権バスツアー 

・日 時  平成３０年８月１日(水) 午前８時４０分～午後３時４０分 

・場 所  アンネのバラの教会 アンネ・フランク資料館（兵庫県西宮市）          

ピースおおさか  大阪国際平和センター（大阪市中央区） 

・参加者  １１人（内訳 大人６人 <事務局２人含む> 小学生５人） 

    

③ 人権バスツアー 

・日 時  平成３０年９月２８日(金) 午前８時４５分～午後５時３０分 

・場 所  赤れんが博物館・舞鶴引揚記念館（京都府舞鶴市） 

・参加者  ９０人（事務局２人含む） 

    

④ 人権を考える市民のつどい 

・日 時  平成３０年１２月２１日(金) 午後６時３０分～午後８時２０分 

・場 所  茨木市市民総合センター（クリエイトセンター）センターホール 

・内 容  誰にでも輝ける場所がある    

講師 片足のプロダンサー 大前 光市さん 

・参加者  ３１２人 

 

２ 人権相談 
 相談がのべ６０件あり、関係機関等とも連携を図り対応しました。 
 相談者の性別は男性９人、女性１６人、無回答１人、合計２６人で、相談方法は面談

が１６件、電話が４４件でした。詳細については、別紙のとおり 
 

３ 人権情報の収集・提供 
  地方自治体・団体等から人権センターの組織、運営等について照会があり、資料提供

を行いました。 

 
 



                     

４ 市人権施策推進への協力 
  人権施策の円滑な推進を図るため、行政機関と連携（共催・後援・協賛）し、事業の

実施協力に努めました。  
  また、「茨木市障害者・高齢者虐待防止ネットワーク連絡会」等、市の懇談会等へ委員

として参画しました。   
   
５ 人材の養成・啓発手法の研究 

  啓発活動を効果的に推進し、地域の実情に応じた企画・実践を行う推進者の育成を図

るため、人権啓発リーダー養成講座等を実施しました。 
① 障害者問題について考える連続講座（前期） 

・期 間   平成３０年７月３日(火)から７月３１日(火)の間、全４回 
       第 1 回～第２回 午前１０時～正午 

第３回 午後１時３０分～午後３時３０分 
第４回 午前１０時～１１時３０分 
※６月２６日（火）は大阪北部地震の対応により         
７月３１日（火）に延期 ちらしの回と異なる。 

・場 所  第１回、第２回、第４回は茨木市役所合同庁舎４階会議室 
（第３回は地域支援センターあゆむ） 

・内 容   第１回  ７月３日（火） 
地域であたりまえに暮らしたいねん  
（講師 社会福祉法人 ぽぽんがぽん 相談支援部門  

部門統括者 六條 友聡 <ともあき> さん） 
第２回  ７月１０日（火）   

精神障害を病む人とその家族への理解と支援 
                （講師  新阿武山クリニック ソーシャルワーカー       

西川 京子さん 
第３回  ７月１８日（水） 

フィールドワーク              
地域支援センターあゆむの活動について 
（講師 社会福祉法人 とよかわ福祉会             

地域支援センター あゆむ  
管理者 宇津宮 暢輝 <まさき> さん            

第４回  ７月３１日（火） 
障害者差別解消法及び茨木市障害のある人も  
ない人も共に生きるまちづくり条例について 
（講師 茨木市健康福祉部 障害福祉課 

課長 河原 勝利さん 
    ・受講者 １９人 延べ ４６人   

・修了者 ８人（３回以上出席） 
 
 



                     

② 不登校・ひきこもり・ニートの支援に関する連続講座（後期） 
・期 間  平成３１年２月７日(木)から２月２８日(木)の間、全４回 

        第１回 午前１０時～１１時               
第２回～第４回 午前１０時～正午 

・場 所   第１回～第３回、茨木市役所合同庁舎４階会議室 
第４回 ユースプラザ EAST ちょい「choi」  

・内 容    第１回  ２月７日（木） 
市の子ども・若者支援の取組みについて  

（講師 茨木市子ども育成部こども政策課主幹 
子ども・若者支援グループ長        

中坂 有希<ゆうき>さん） 
第２回 ２月１４日（木）   

  ひきこもり支援の「今」（１）             
～本当に脱ひきこもりは困難なのか？～ 

               （講師  茨木市子ども・若者自立支援センター「くろす」 
主任カウンセラー           
上村 喜代栄<うえむら きよえ>さん） 

第３回  ２月２１日（木） 
ひきこもり支援の「今」（２）              
～地域社会から次をめざして～ 
（講師 茨木市子ども・若者自立支援センター「くろす」    

主任カウンセラー 上村 喜代栄さん） 
第４回  ２月２８日（木） 

フィールドワーク   
ユースプラザの取組みについて 
（講師 ユースプラザ EAST「ちょい（choi）」 

    統括スタッフ 貞岡 実さん） 
     ・受講者   ３２人 延べ ７７人   

・修了者   １４人（３回以上出席） 
 

③ 人権啓発ファシリテーター（参加体験型学習の促進役）養成講座 

・期 間  平成３０年１１月２０日(火)から１２月２５日(火)の間、全５回 

       第１回～第４回 午後１時３０分～３時３０分 

       第５回 午後１時３０分～４時３０分     

・場 所  茨木市役所合同庁舎４階会議室  

・内 容 「人権啓発ファシリテーターになろう！」をテーマに、講師に    

株式会社 ひとまちの畑中 久代さんを招いてファシリテーター 

の技術を身につけた。最終日はファシリテーターを実践した。 

・受講者  １２人 延べ ４０人 

     ・修了者  ６人（４回以上出席） 

 



                     

③  市民人権講座 

     昼間仕事をされている方等が受講しやすいよう、夜間(午後６時３０分～午後

８時３０分)に開催しました。 

・期 間  平成３０年７月２０日(金)から９月２６日(水)の間、全３回 

・場 所  茨木市役所合同庁舎６階 人権図書閲覧室  

・内 容  第１回 ７月２０日（金) 午後６時３０分～午後８時 

若者から見たアウシュヴィッツ 

         （講師 部落解放同盟 沢良宜支部 青年部副部長 

小西 愛里紗 <えりさ> さん）                

       第２回 ８月２４日（金) 午後６時３０分～午後８時３０分 

           インターネットと人権                

～加害者にも被害者にもならないために～   

（講師 ＮＰＯ法人 ニューメディア人権機構     

事務局次長 世利 <せり> 桃枝さん） 

       第３回 ９月２６日（水) 午後６時３０分～午後８時３０分 

ヘイトスピーチ解消法施行と今後の課題 

 （講師 ＮＰＯ法人  多民族共生人権教育センター 

理事 文 公輝 <ムン ゴンフィ> さん） 

 ・受講者 実人数１０人  延べ１６人 

  
この他、人権研修会の講師派遣及び研修内容、講師等について相談に応ずるととも

に、紹介等を行いました。さらに、企業・行政等が実施する人権研修会の講師として、

役員・職員を派遣しました。 

 

６  自立や地域交流促進を図るための啓発活動 

 ① 茨木市人権啓発推進協議会活動支援事業交付金として、８２０，０００円を交付

することにより、市民啓発・交流の推進と自主活動の促進に寄与しました。 

  

② 各地区人権啓発推進委員会活動支援事業補助金として、１，３６１，９５９円を

交付することにより、小学校区における啓発活動の促進に寄与しました。 

 

  ③ 茨木市人権各地域協議会活動支援事業補助金として、各４００,０００円を豊川・

みなみ・三島各地域協議会へ交付することにより、地域啓発・交流の推進と自主活

動の促進に寄与しました。  
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