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企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座 ／ これまでの実績 

 

平成 30年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 Vol.1  

―企業の力を最大限に！ 関心が高まる企業の人権の取組み― 

 

【日時】2018（平成30）年9月4日（火） 10:25～16:25（9:55受付開始） 

【会場】大手町サンスカイルーム・E室（東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 24F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】113人（事前申込者数：140人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】 10:30～12:00  講義 1 「CSRと人権の動向と課題～持続可能で魅力ある中小企業のために～」 

熊谷 謙一（日本 ILO協議会 企画委員、ISO26000国際起草委員） 

     12:00～13:00  昼休憩（60'） 

     13:00～14:30  講義 2 「多様な人が能力を発揮できる社会のために企業がなすべきこと」 

関根 千佳（同志社大学大学院 総合政策科学研究科ソーシャルイノベーションコース客員教授、株式会社ユーディ

ット(情報の UD研究所）会長兼シニアフェロー) 

     14:30～14:50  休憩（20'） 

     14:50～16:20  講義 3 「インターネットを悪用した人権侵害 ～守ろう人権、守ろう職場」 

佐藤 佳弘（株式会社情報文化総合研究所 代表取締役所長 武蔵野大学名誉教授） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 30年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・神戸会場  

―企業の力を最大限に！ 関心が高まる企業の人権の取組み― 

 

【日時】2018（平成30）年10月30日（火） 10:25～16:25（9:55受付開始） 

【会場】神戸国際会館・9階セミナーハウス・大会場（兵庫県神戸市中央区御幸通 8-1-6） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】76人（事前申込者数：86人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】 10:30～12:00  講義 1 「明るい社会、イキイキと働ける社会が業績向上のポイント “CSR(企業の社会的責任)と人権”」 

水尾 順一（ＭＩＺＵＯコンプライアンス＆ガバナンス研究所代表、駿河台大学名誉教授・博士(経営学) 

一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、日本経営倫理学会副会長、株式会社ダイセル社外監

査役、株式会社西武ホールディングス企業倫理委員会社外委員） 

     12:00～13:00  昼休憩（60'） 

     13:00～14:30  講義 2 「外国人と人権」 

田中 宝紀（特定非営利活動法人青少年自立援助センター 定住外国人支援事業部責任者、統括コーディネーター) 

     14:30～14:50  休憩（20'） 

     14:50～16:20  講義 3 「メンタルヘルスケア研修 ～人権を孫登するために～」 

大美賀 直子（株式会社ハートセラピー所属カウンセラー、講師） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 30年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・高松会場  

―企業の力を最大限に！ 関心が高まる企業の人権の取組み― 

 

【日時】2018（平成30）年12月18日（火） 10:25～16:25（9:45受付開始） 

【会場】サンポートホール高松・6階・61会議室（香川県高松市サンポート 2-1 高松シンボルタワー・ホール棟） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】64人（事前申込者数：73人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】 10:30～12:00  講義 1 「CSRと人権 ～国際的視点と企業の役割～」 

田中 宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター特別首席研究員、公益財団法人人権教育啓発推進センター上級

特別研究員、東京交通短期大学名誉教授（元学長）、元・ISO/SR国内委員会委員、元・ISO26000 JIS化本委

員会委員） 

     12:00～13:00  昼休憩（60'） 

     13:00～14:30  講義 2 「ハラスメントが起きない職場のつくり方」 

柳原 里枝子（株式会社ハートセラピー代表取締役、看護師、産業カウンセラー、認定心理士、安全衛生管理者) 

     14:30～14:50  休憩（20'） 

     14:50～16:20  講義 3 「ＬＧＢＴ・ＳＯＧＩＥとは何か ～基本知識と求められる施策～」 

五十嵐 ゆり（特定非営利活動法人Ｒａｉｎｂｏｗ Ｓｏｕｐ理事長） 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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平成 30年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 Vol.2  

―企業の力を最大限に！ 関心が高まる企業の人権の取組み― 

 

【日時】2019（平成31）年1月17日（水） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】大手町サンスカイルーム・E室（東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 24F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】103人（事前申込者数：154人） ＊募集人数は１００人    【参加費】無料 

【概要】 10:20～11:50  プログラム① 「誰ひとり取り残さない未来にむけて」（90'） 

蟹江憲史（慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科教授） 

     11:50～12:50  昼休憩（60'） 

     15:50～14:20  プログラム② 「ハラスメントが起きない職場のつくり方」（90'） 

柳原里枝子（株式会社ハートセラピー代表取締役、看護師、産業カウンセラー、認定心理士、安全衛生管理者） 

     14:20～14:40   休憩（20'） 

     14:40～16:10  プログラム③ 「外国人と人権 ～企業に求められる役割と取り組み」（90'） 

田村太郎（一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 30年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・京都会場  

―企業の力を最大限に！ 関心が高まる企業の人権の取組み― 

 

【日時】2019（平成31）年1月29日（火） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】メルパルク京都・貴船（京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町 676-13 6F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】62人（事前申込者数：87人） ＊募集人数は１００人    【参加費】無料 

【概要】 10:20～11:50  プログラム① 「ＣＳＲと人権  ～ＳＤＧｓ時代の経営戦略～」（90'） 

影山摩子弥（横浜市立大学都市社会文化研究科教授、横浜市立大学ＣＳＲセンター長） 

     11:50～12:50  昼休憩（60'） 

     15:50～14:20  プログラム② 「ハラスメントの最新情報と防止対策」（90'） 

大美賀直子（株式会社ハートセラピー所属研修講師、メンタルヘルスコンサルタント、カウンセラー） 

     14:20～14:40   休憩（20'） 

     14:40～16:10  プログラム③ 「多様な人が能力を発揮できる社会のために企業がなすべきこと」（90'） 

関根千佳（同志社大学大学院総合政策科学研究科ソーシャルイノベーションコース客員教授、 

     株式会社ユーディット（情報のＵＤ研究所）会長兼シニアフェロー） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 30年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・北九州会場  

―企業の力を最大限に！ 関心が高まる企業の人権の取組み― 

 

【日時】2019（平成31）年2月5日（火） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】北九州国際会議場・国際会議室（福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目 8-1 2F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】60人（事前申込者数：74人） ＊募集人数は１００人    【参加費】無料 

【概要】 10:20～11:50  プログラム① 「ＣＳＲと人権  ～ＳＤＧｓ時代の経営戦略～」（90'） 

影山摩子弥（横浜市立大学都市社会文化研究科教授、横浜市立大学ＣＳＲセンター長） 

     11:50～12:50  昼休憩（60'） 

     15:50～14:20  プログラム② 「ＬＧＢＴ・ＳＯＧＩとは何か ～基礎知識と求められる施策～」（90'） 

五十嵐ゆり（特定非営利活動法人Ｒａｉｎｂｏｗ Ｓｏｕｐ理事長） 

     14:20～14:40   休憩（20'） 

     14:40～16:10  プログラム③ 「インターネットを悪用した人権侵害 ～守ろう人権、守ろう職場～」（90'） 

佐藤佳弘（株式会社情報文化総合研究所代表取締役所長、武蔵野大学教授） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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平成 29年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 Vol.1 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2017（平成29）年9月15（金） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】大手町サンスカイルーム・E室（東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 24F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【受講者数】80人（事前申込者数：102人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

            田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、東京交通短期大学 名誉教授（元学長）、元日本規格協

会「ISO26000 JIS化本委員会」委員） 

     11:50～12:50  昼休憩（60'） 

     15:50～14:20  プログラム② 「ハラスメント最新事情 －あなたの理解で大丈夫ですか？－」（90'） 

             金子雅臣（職場のハラスメント研究所所長、労働ジャーナリスト） 

     14:20～14:40   休憩（20'） 

     14:40～16:10   プログラム③ 「性別で見る多様性と人権」（90'） 

              飯田亮瑠（Ｄｉｖｅｉｎｎｏｎ ダイビーノン 代表） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 29年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・大阪会場 Vol.1 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2017（平成29）年10月11日（水） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】新大阪丸ビル別館 2F 2－3（大阪府大阪市東淀川区東中島 1-18-22） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】80人（事前申込者数：94人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、東京交通短期大学 名誉教授（元学長）、元日本規格

協会「ISO26000 JIS化本委員会」委員） 

     11:50～12:50  昼休憩（60'） 

     15:50～14:20  プログラム② 「メンタルヘルスを普段の生活に取り入れてみよう！ ～相手を尊重することは、“こころ”を支える！

～」（90'） 

深谷行弘（株式会社ＰＢ－Ｐａｒｔｎｅｒ代表取締役、シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント） 

     14:20～14:40   休憩（20'） 

     14:40～16:10   プログラム③ 「企業と障害のある人の人権 ～多様な人材の活用のために～」（90'） 

紀薫子（全国ユニバーサルサービス連絡協議会代表） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 29年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・仙台会場 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2017（平成29）年11月1日（水） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】トラストシティ カンファレンス・仙台 Room 2+3+4+5（宮城県仙台市青葉区一番町 1-9-1 仙台トラストタワー5F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】34人（事前申込者数：42人） ＊募集人数は１００人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を～CSRと人権;ISO26000や SDGsを踏まえて～」（90'） 

影山摩子弥（横浜市立大学都市社会文化研究科教授、横浜市立大学ＣＳＲセンター長） 

     11:50～12:50  昼休憩（60'） 

     15:50～14:20  プログラム② 「ハラスメントの最新情報と防止対策」（90'） 

三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役、産業カウンセラー） 

     14:20～14:40   休憩（20'） 

     14:40～16:10   プログラム③ 「ネットと企業における人権」（90'） 

吉冨康成（京都府立大学大学院生命環境科学研究科情報伝達システム学研究室教授） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 29年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・広島会場 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2017（平成29）年11月29日（水） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】TKPガーデンシティ PREMIUM広島駅前 4F・ホール 4A（広島県広島市南区大須賀町 13-9 ベルヴュオフィス広島） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【受講者数】40人（事前申込者数：53人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、東京交通短期大学 名誉教授（元学長）、元日本規格

協会「ISO26000 JIS化本委員会」委員） 

     11:50～12:50  昼休憩（60'） 

     15:50～14:20  プログラム② 「メンタルヘルスを普段の生活に取り入れてみよう！ ～相手を尊重することは、“こころ”を支える！

～」（90'） 

深谷行弘（株式会社ＰＢ－Ｐａｒｔｎｅｒ代表取締役、シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント） 

     14:20～14:40   休憩（20'） 

     14:40～16:10  プログラム③ 「知っておきたい ＬＧＢＴ」（90'） 

村木真紀（特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ代表） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 29年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 Vol.2 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2018（平成30）年1月11日（木） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】大手町サンスカイルーム・E室（東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 24F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】90人（事前申込者数：117人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「社会から愛され、信頼される“ＣＳＲ(企業の社会的責任)と人権・労働”」（90'） 

水尾順一（駿河台大学経済経営学部・同大学院総合政策研究科教授、東京工業大学大学院兼任講師、株式会社アデラ

ンス社外取締役、株式会社西武ホールディングス企業倫理委員会社外委員、日本経営倫理学会副会長、一

般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、経営学博士） 

     11:50～12:50  昼休憩（60'） 

     15:50～14:20  プログラム② 「メンタルヘルスを普段の生活に取り入れてみよう！ ～相手を尊重することは、“こころ”を支える！

～」（90'） 

深谷行弘（株式会社ＰＢ－Ｐａｒｔｎｅｒ代表取締役、シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント） 

     14:20～14:40   休憩（20'） 

     14:40～16:10   プログラム③ 「企業と障害のある人の人権 ～多様な人材の活用のために～」（90'） 

紀薫子（全国ユニバーサルサービス連絡協議会代表） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 29年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・大阪会場 Vol.2 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2018（平成30）年2月7日（水） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】新大阪丸ビル別館 2F 2－3（大阪府大阪市東淀川区東中島 1-18-22） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】93人（事前申込者数：107人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「広がる人権の概念と企業に求められる取り組みについて ～ダイバーシティ推進を中心に～」（90'） 

田村太郎（特定非営利活動法人多文化共生センター代表理事、一般財団法人ダイバーシティ研究所代表理事、復興庁

復興推進参与） 

     11:50～12:50  昼休憩（60'） 

     15:50～14:20  プログラム② 「ハラスメント最新事情 －あなたの理解で大丈夫ですか？－」（90'） 

金子雅臣（職場のハラスメント研究所所長、労働ジャーナリスト） 

     14:20～14:40   休憩（20'） 

     14:40～16:10   プログラム③ 「インターネットと人権 ～企業として留意すべきこと～」（90'） 

吉川誠司（ＷＥＢ１１０（ウェブワンテン）主宰） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 28年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 Vol.1 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2016（平成28）年9月26（月）～9月27日（火） 

【会場】大手町サンスカイルーム・E室（東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 24F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【受講者数】78人（事前申込者数：100人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】＊9月 26日（月）＊ 

12:50～14:20  プログラム① 「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、東京交通短期大学 名誉教授（元学長）、元日本規格

協会「ISO26000 JIS化本委員会」委員） 

14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム② 「我が社の取り組み事例より～株式会社長岡塗装店」（90'） 

        古志野純子（株式会社長岡塗装店 常務取締役） 

 ＊9月 27日（火）＊ 

10:20～11:50  プログラム③ 「＜ハラスメント、メンタルヘルス＞相談対応と防止対策」（90'） 

三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～16:10  プログラム④ 「ハラスメント・メンタルヘルスの相談対応の実習」（200'／適宜休憩 20’） 

        三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役） 

岩見利子（アトリエエム株式会社 実習アシスタント） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 28年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・大阪会場 Vol.1 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2016（平成28）年10月6日（木）～10月7日（金） 

【会場】天満研修センター・1Ｆ・101ホール（大阪府大阪市北区錦町 2-21） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】97人（事前申込者数：119人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】＊10月 6日（木）＊ 

12:50～14:20  プログラム① 「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

影山摩子弥（横浜市立大学都市社会文化研究科教授、横浜市立大学ＣＳＲセンター長） 

14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム② 「我が社の取り組み事例より～株式会社長岡塗装店」（90'） 

        古志野純子（株式会社長岡塗装店 常務取締役） 

コーディネーター：影山摩子弥（横浜市立大学都市社会文化研究科教授、横浜市立大学ＣＳＲセンター長） 

 ＊10月 7日（金）＊ 

10:20～11:50  プログラム③ 「＜ハラスメント、メンタルヘルス＞相談対応と防止対策」（90'） 

三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～16:10  プログラム④ 「ハラスメント・メンタルヘルスの相談対応の実習」（200'／適宜休憩 20’） 

        三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役） 

岩見利子（アトリエエム株式会社 実習アシスタント） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 28年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・札幌会場 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2016（平成28）年10月20日（木） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】会議研修施設ＡＣＵ［アキュ］・アスティ 45・16階・1606大研修室（北海道札幌市中央区北四条西 5丁目） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】71人（事前申込者数：93人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、東京交通短期大学 名誉教授（元学長）、元日本規格

協会「ISO26000 JIS化本委員会」委員） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～14:20  プログラム② 「ハラスメントを許さない職場づくり－ハラスメント最新事情」（90'） 

        金子雅臣（職場のハラスメント研究所所長、労働ジャーナリスト） 
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14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム③ 「効果的なメンタルヘルスを実践するために～組織活動の基本は相手を尊重することが鍵～」（90'） 

深谷行弘（株式会社ＰＢ－Ｐａｒｔｎｅｒ代表取締役、シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 28年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・名古屋会場 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2016（平成28）年11月22日（火） 10:15～16:15（9:45受付開始） 

【会場】愛知県産業労働センター ウインクあいち・10階・1002大会議室（愛知県名古屋市中村区名駅 4-4-38） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【受講者数】83人（事前申込者数：108人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を（CSRと人権､ ISO26000等） ～経営のグローバル化と人権～」（90'） 

桑山三恵子（一橋大学 CFO教育研究センター客員研究員、経営倫理実践研究センター主任研究員、前・一橋大学大学

院法学研究科特任教授、逗子フェアトレードタウンの会理事） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～14:20  プログラム② 「ハラスメントを許さない職場づくり ―ハラスメント最新事情―」（90'） 

        金子雅臣（職場のハラスメント研究所所長、労働ジャーナリスト） 

14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム③ 「企業組織におけるメンタルヘルス  職場ストレスへの気付きと対応」（90'） 

田中健吾（大阪経済大学経営学部教授、博士（文学）、臨床心理士） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 28年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・大阪会場 Vol.2 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2016（平成28）年12月1日（木）～12月2日（金） 

【会場】天満研修センター・1Ｆ・101ホール（大阪府大阪市北区錦町 2-21） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】87人（事前申込者数：127人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】＊12月 1日（木）＊ 

12:50～14:20  プログラム① 「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、東京交通短期大学 名誉教授（元学長）、元日本規格

協会「ISO26000 JIS化本委員会」委員） 

14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム② 事例発表：「我が社の無理のない取り組み」（90'） 

        上田欣司（株式会社かね松老舗代表取締役社長） 

コーディネーター：田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、東京交通短期大学 名誉教授（元

学長）、元日本規格協会「ISO26000 JIS化本委員会」委員） 

 ＊12月 2日（金）＊ 

10:20～11:50  プログラム③ 「ハラスメント・メンタルヘルス対策」（90'） 

柳原里枝子（株式会社ハートセラピー代表取締役、産業カウンセラー、看護師） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～16:10  プログラム④ 実習：「ハラスメント・メンタルヘルスの相談対応の実習」（200'／適宜休憩 20’） 

        柳原里枝子（株式会社ハートセラピー代表取締役、産業カウンセラー、看護師） 

長谷川聡子（株式会社ハートセラピー、ヘルスカウンセリング傾聴支援士） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 28年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 Vol.2 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】2017（平成29）年1月16日（月）～1月17日（火） 

【会場】大手町サンスカイルーム・E室（東京都千代田区大手町 2-6-1 朝日生命大手町ビル 24F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】110人（事前申込者数：147人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】＊10月 6日（木）＊ 

12:50～14:20  プログラム① 「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

影山摩子弥（横浜市立大学都市社会文化研究科教授、横浜市立大学ＣＳＲセンター長） 

14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム② 事例発表：「我が社の無理のない取り組み」（90'） 
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        上田欣司（株式会社かね松老舗代表取締役社長） 

コーディネーター：影山摩子弥（横浜市立大学都市社会文化研究科教授、横浜市立大学ＣＳＲセンター長） 

 ＊12月 2日（金）＊ 

10:20～11:50  プログラム③ 「ハラスメント・メンタルヘルス対策」（90'） 

柳原里枝子（株式会社ハートセラピー代表取締役、産業カウンセラー、看護師） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～16:10  プログラム④ 実習：「ハラスメント・メンタルヘルスの相談対応の実習」（200'／適宜休憩 20’） 

        柳原里枝子（株式会社ハートセラピー代表取締役、産業カウンセラー、看護師） 

長谷川聡子（株式会社ハートセラピー、ヘルスカウンセリング傾聴支援士） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 27年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・福岡会場 ～企業活動に人権的視点を～ 

 

【日時】2015（平成27）年9月1日（火） 10:15～16:15（9:50受付開始） 

【会場】アクロス福岡・７F・大会議室（福岡県福岡市中央区天神 1-1-1 ） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【受講者数】101人（事前申込者数：114人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、東京交通短期大学 名誉教授（元学長）、元日本規格

協会「ISO26000 JIS化本委員会」委員） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～14:20  プログラム② 「今、企業に求められるハラスメント防止対策」（90'） 

        三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役、産業カウンセラー） 

14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム③ 「職場のメンタルヘルス メンタルヘルス不全への気付きと対応」（90'） 

田中健吾（大阪経済大学経営学部教授、博士（文学）、臨床心理士） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 27年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 Vol.1 ～企業活動に人権的視点を～ 

 

【日時】2015（平成27）年9月17日（木） 10:15～16:15（9:50受付開始） 

【会場】大手町ファーストスクエアカンファレンス･RoomB+C（東京都千代田区大手町 1-5-1 ファーストスクエア イーストタワー2F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【受講者数】102人（事前申込者数：120人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、東京交通短期大学 名誉教授（元学長）、元日本規格

協会「ISO26000 JIS化本委員会」委員） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～14:20  プログラム② 「今、企業に求められるハラスメント防止対策」（90'） 

        三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役、産業カウンセラー） 

14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム③ 「障害者雇用における合理的配慮」（90'） 

松為信雄（文京学院大学人間学部教授） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 27年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・大阪会場 Vol.1 ～企業活動に人権的視点を～ 

 

【日時】2015（平成27）年10月7日（水） 10:15～16:15（9:50受付開始） 

【会場】天満研修センター・９Ｆ・イベントホール（大阪府大阪市北区錦町 2-21） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【受講者数】113人（事前申込者数：128人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を（CSRと人権､ ISO26000等）～経営のグローバル化と人権～」（90'） 

桑山三恵子（一橋大学ＣＦＯ教育研究センター客員研究員、経営倫理実践研究センター主任研究員） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～14:20  プログラム② 「職場のメンタルヘルス メンタルヘルス不全への気付きと対応」（90'） 

        田中健吾（大阪経済大学経営学部経営学科教授、博士(文学)・臨床心理士） 

14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム③ 「障がい者雇用・ダイバーシティ」（90'） 

影山摩子弥 （横浜市立大学都市社会文化研究科教授、横浜市立大学 CSRセンター） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 27年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 Vol.2 ～企業活動に人権的視点を～ 

 

【日時】2015（平成27）年10月26日（月） 10:15～16:15（9:50受付開始） 

【会場】大手町ファーストスクエアカンファレンス･RoomB+C（東京都千代田区大手町 1-5-1 ファーストスクエア イーストタワー2F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【受講者数】95人（事前申込者数：130人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター首席研究員、東京交通短期大学 名誉教授（元学長）、元日本規格

協会「ISO26000 JIS化本委員会」委員） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～14:20  プログラム② 「ハラスメントを許さない職場づくり ―ハラスメント最新事情―」（90'） 

        金子雅臣（職場のハラスメント研究所所長、労働ジャーナリスト） 

14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム③ 「効果的なメンタルヘルス活動を実践するために！ ～組織活動の基本は相手を尊重することが鍵～」

（90'） 

深谷行弘（株式会社ＰＢ－Ｐａｒｔｎｅｒ代表取締役、シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 27年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・大阪会場 Vol.2 ～企業活動に人権的視点を～ 

 

【日時】2015（平成27）年12月1日（火） 10:15～16:15（9:50受付開始） 

【会場】天満研修センター・９Ｆ・イベントホール（大阪府大阪市北区錦町 2-21） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【受講者数】110人（事前申込者数：135人） ＊募集人数は 100人    【参加費】無料 

【概要】10:20～11:50  プログラム① 「企業活動に人権の視点を（CSRと人権､ ISO26000等）～経営のグローバル化と人権～」（90'） 

桑山三恵子（一橋大学ＣＦＯ教育研究センター客員研究員、経営倫理実践研究センター主任研究員） 

11:50～12:50  休憩（60'） 

12:50～14:20  プログラム② 「ハラスメントを許さない職場づくり ―ハラスメント最新事情―」（90'） 

        金子雅臣（職場のハラスメント研究所所長、労働ジャーナリスト） 

14:20～14:40  休憩（20'） 

14:40～16:10  プログラム③ 「効果的なメンタルヘルス活動を実践するために！ ～組織活動の基本は相手を尊重することが鍵～」

（90'） 

深谷行弘（株式会社ＰＢ－Ｐａｒｔｎｅｒ代表取締役、シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 26年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 Vol.1 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】２０１４（平成２６）年７月２４日（木） １０：２５～１６：２５（１０：００受付開始） 

【会場】会場：よみうり大手町ホール・小ホール（東京都千代田区大手町 1-7-1 読売新聞東京本社 5F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】９８人（事前申込者数：１２３人） ＊募集人数は１００人 

【参加費】無料 

【概要】10:30～12:00  プログラム① 「企業活動に人権の視点を（CSRと人権、ISO26000等）～国際行動規範の骨格となる人権～」（90'） 

            水尾順一（駿河台大学経済経営学部・同大学院総合政策研究科教授、日本経営倫理学会副会長、一般社団法人経営倫理

実践研究センター上席研究員） 

     12:00～13:00  昼休憩（60'） 

     13:00～14:30  プログラム② 「ハラスメントを許さない職場づくり －ハラスメント最新事情－」（90'） 

             金子雅臣（職場のハラスメント研究所所長、労働ジャーナリスト） 

     14:30～14:50   休憩（20'） 

     14:50～16:20   プログラム③ 「効果的なメンタルヘルス活動を実践するために！～組織活動の基本は相手を尊重することが鍵～」

（90'） 

              深谷行弘（株式会社ＰＢ－Ｐartner代表取締役、シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント、心理相談員） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 26年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座大阪会場 Vol.1 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】平成２６年９月５日（金）１０：２５～１６：２５（開場１０：００） 

【会場】天満研修センター・９Ｆ・イベントホール（大阪府大阪市北区錦町 2-21) 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】（１００人（事前申込者数：１２２人） ＊募集人数は１００人 

【参加費】無料 

【概要】10:30～12:00  プログラム① 「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90’） 

            田中宏司(一般社団法人経営倫理実践研究センター理事・首席研究員、東京交通短期大学名誉教授、元日本規格協会「Ｉ

ＳＯ２６０００ＪＩＳ化本委員会」委員) 

    12:00～13:00  昼休憩（60’） 

    13:00～14:30  プログラム② 「『ハラスメント』 ～働きやすい職場づくり～」（90’） 

            藤原寛子(株式会社ミライアル代表取締役、社会保険労務士、キャリアカウセラー） 

    14:30～14:50  休憩（20’） 

    14:50～16:20  プログラム③ 「職場のメンタルヘルス －メンタルヘルス不全への気付きと対応」（90’） 

            田中健吾（大阪経済大学経営学部教授、博士（文学）、臨床心理士） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 26年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 Vol.2 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】平成２６年１０月８日（水）１０：２５～１６：２５（開場１０：００） 

【会場】イイノカンファレンスセンター・ Rｏｏｍ A （東京都千代田区内幸町 2-1-1 飯野ビルディング 4F） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】９０人（事前申込者数：１２４人） ＊募集人数は１００人 

【参加費】無料 

【概要】10:30～12:00  プログラム①「企業活動に人権の視点を ～CSRと人権、ISO26000を踏まえて～」（90'） 

            田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター理事・首席研究員、東京交通短期大学名誉教授、元日本規格協会「Ｉ 

                 ＳＯ２６０００ＪＩＳ化本委員会」委員） 

    12:00～13:00  昼休憩（60'） 

    13:00～14:30  プログラム②「今、企業に求められるハラスメント防止対策」（90'） 

            三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役、産業カウンセラー） 

    14:30～14:50  休憩（20'） 

    14:50～16:20  プログラム③「職場のメンタルヘルス －メンタルヘルス不全への気付きと対応」（90'） 

            田中健吾（大阪経済大学経営学部教授、博士（文学）、臨床心理士） 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 26年度企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座 大阪会場 Vol.2 ―企業活動に人権的視点を― 

 

【日時】平成２６年１２月１６日（火） １０：２５～１６：２５（開場１０：００） 

【会場】会場：天満研修センター・９Ｆ・イベントホール（大阪府大阪市北区錦町 2-21) 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】９０人（事前申込者数：１３０人）＊募集人数は１００人 

【参加費】無料 

【概要】10:30～12:00  プログラム①「企業活動に人権の視点を （CSRと人権、ISO26000等）」（90'） 

            松本邦明（一般社団法人経営倫理実践研究センター 主幹研究員、日本経営倫理学会 常任理事） 

    12:00～13:00  昼休憩（60'） 

    13:00～14:30  プログラム②「今、企業に求められるハラスメント防止対策」（90'） 

            三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役、産業カウンセラー） 

    14:30～14:50  休憩（20'） 

    14:50～16:20  プログラム③「効果的なメンタルヘルス活動を実践するために！～組織活動の基本は相手を尊重することが鍵～」（90'） 

            深谷行弘（株式会社ＰＢ－Ｐartner代表取締役シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント、心理相談員） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 25年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・大阪会場 ～企業活動に人権的視点を～ 

 

【日時】２０１３（平成２５）年１０月１１日（金） １０：３０～１６：２０（１０：００より受付開始） 

【会場】マイドームおおさか・８Ｆ・第 1・第２会議室（大阪府大阪市中央区本町橋 2-5 公益財団法人大阪産業振興機構） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】９０人（事前申込者数：１０２人） ＊募集人数は１００人 

【参加費】無料 

【概要】10:30～12:00  プログラム① 「企業活動に人権の視点を ～国際規格ＩＳＯ２６０００と人権～」（90'） 

            田中宏司（一般社団法人経営倫理実践研究センター理事・首席研究員、東京交通短期大学名誉教授、 

                 元日本規格協会「ＩＳＯ２６０００ＪＩＳ化本委員会」委員） 

    12:00～13:00  昼休憩（60'） 

    13:00～14:30  プログラム② 「今、企業に求められるハラスメント防止対策」（90'） 

            三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役、産業カウンセラー） 

    14:30～14:50  休憩（20'） 

    14:50～16:20  プログラム③ 「メンタルヘルス対策は職場の活性化から」（90'） 

            高橋貞夫（人と組織研究所代表、気づきナビゲーター） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

平成 25年度 企業におけるＣＳＲ・人権担当者向け実践講座・東京会場 ～企業活動に人権的視点を～ 

 

【日時】２０１３（平成２５）年１０月２３日（水） １０：３０～１６：２０（１０：００より受付開始） 

【会場】ＷＴＣコンファレンスセンター・３Ｆ・ＲｏｏｍＡ（東京都港区浜松町 2-4-1 世界貿易センタービル） 

【主催】経済産業省中小企業庁、公益財団法人人権教育啓発推進センター 

【来場者数】１１０人（事前申込者数：１２０人） ＊募集人数は１００人 

【参加費】無料 

【概要】10:30～12:00  プログラム① 「企業活動に人権の視点を」（90'） 

            横田洋三（国際労働機関（ＩＬＯ） 条約勧告適用専門家委員会委員、公益財団法人人権教育啓発推進センター理事長、 

                 法務省特別顧問、元・国連人権促進保護小委員会委員） 

    12:00～13:00  昼休憩（60'） 

    13:00～14:30  プログラム② 「今、企業に求められるハラスメント防止対策」（90'） 

            三木啓子（アトリエエム株式会社代表取締役、産業カウンセラー） 

    14:30～14:50  休憩（20'） 

    14:50～16:20  プログラム③ 「職場のメンタルヘルス 

                    ～仲間が職場から排除されることのないシステムづくりと社内コミュニケーション～」（90'） 

            服部明美（社労士はっとりコンサルティングオフィス代表、社会保険労務士・産業カウンセラー） 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

※敬称略。肩書は当時のもの。 


