えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー（えせ同和行為対策セミナー） これまでの実績
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------令和２年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・山形会場
【日時】２０２０（令和２年）年９月３０日（木）１３：３０～１６：３０
【会場】オンライン（リアルタイム）配信
※ 配信会場：ヤマコーホール・小ホール（山形県山形市香澄町３丁目２－１ 山交ビル７階）
【主催】経済産業省中小企業庁、東北経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省、独立行政法人中小企業基盤整備機構東北本部、山形県、山形市、山形県商工会連合会、山形商工会議所、山形県中小企業団体中
央会、公益財団法人山形県企業振興公社
【参加者数】６２名（申込者数：７０名）
【概要】 ・主催者挨拶 中嶋直樹（経済産業省中小企業庁事業環境部財務課課長補佐）
・ビデオ上映 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会 えせ同和行為」（５分）
〔企画：法務省人権擁護局、公益財団法人人権教育啓発推進センター〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の具体的事例と対応策」（６０分）
及川善大（弁護士、民事介入暴力・犯罪被害者対策委員会委員）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------令和２年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・富山会場
【日時】２０２０（令和２年）年１０月３０日（金）１３：３０～１６：３０
【会場】オンライン（リアルタイム）配信
※ 配信会場：富山国際会議場・２F・多目的会議室２０１～２０３（富山県富山市大手町１－２）
【主催】経済産業省中小企業庁、中部経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省、独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部、富山県、富山市、富山県商工会連合会、富山商工会議所、富山県中小企業団体中
央会、公益財団法人富山県新世紀産業機構
【参加者数】５６名（申込者数：７４名）
【概要】 ・主催者挨拶 林正実（経済産業省中部経済産業局産業部次長）
・ビデオ上映 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会 えせ同和行為」（５分）
〔企画：法務省人権擁護局、公益財団法人人権教育啓発推進センター〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の具体的事例と対応策」（６０分）
金澤英敏（公益財団法人富山県暴力追放運動推進センター専務理事）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------令和２年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・長野会場
【日時】２０２０（令和２年）年１１月２７日（金）１３：３０～１６：３０
【会場】オンライン（リアルタイム）配信
※ 配信会場：メルパルク長野 白鳳１／４（長野県長野市大字鶴賀高畑７５２－８）
【主催】経済産業省中小企業庁、中部経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部、長野県、長野市、長野県商工会連合会、長野商工会議所、長野県中小企業団体中
央会、公益財団法人長野県中小企業振興センター
【参加者数】７０名（申込者数：９４名）
【概要】 ・主催者挨拶 杉田順一（経済産業省関東経済産業局中小企業課中小企業相談官）
・ビデオ上映 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会 えせ同和行為」（５分）
〔企画：法務省人権擁護局、公益財団法人人権教育啓発推進センター〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為に対する具体的対応策－自称『同和』を疑え－」（６０分）
町田清（長野県弁護士会、町田清法律事務所）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------令和２年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・福井会場
【日時】２０２０（令和２年）年１２月１６日（水）１３：３０～１６：３０
【会場】福井商工会議所・国際ホール（福井県福井市西木田２－８－１） ※ 集客型
【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省、独立行政法人中小企業基盤整備機構北陸本部、福井県、福井市、福井県商工会連合会、福井商工会議所、福井県中小企業団体中
央会、公益財団法人ふくい産業支援センター
【参加者数】３９名（申込者数：５５名）
【概要】 ・主催者挨拶 藤下康（経済産業省近畿経済産業局産業部次長）
・ビデオ上映 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会 えせ同和行為」（５分）
〔企画：法務省人権擁護局、公益財団法人人権教育啓発推進センター〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員）
・講演② 「クレーム対応の基本（クレーム対応に役立つ平素の心構えと具体的な対応要領）」（６０分）
丹生章二（公益財団法人福井県暴力追放運動推進センター専務理事）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------令和２年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・宇都宮（栃木）会場
【日時】２０２０（令和２年）年１２月２３日（水）１３：３０～１６：３０
【会場】集客型＋オンライン（リアルタイム）配信
※ 配信会場：栃木県青年会館コンセーレ・大ホールＡ（栃木県宇都宮市駒生１－１－６）
【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部、栃木県、宇都宮市、栃木県商工会連合会、栃木県中小企業団体中央会、宇都宮商
工会議所、栃木商工会議所、公益財団法人栃木県産業振興センター
【参加者数】６２名（会場参加：２６名、オンライン参加：３６名、申込者数：７８名）
【概要】 ・主催者挨拶 田中政弘（経済産業省関東経済産業局産業部中小企業課長）
・ビデオ上映 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会 えせ同和行為」（５分）
〔企画：法務省人権擁護局、公益財団法人人権教育啓発推進センター〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の事例と基本的対応要領」（６０分）
寺﨑耕（公益財団法人栃木県暴力追放運動推進センター専務理事）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------令和２年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・甲府（山梨）会場
【日時】２０２１（令和３年）年１月２２日（金）１３：３０～１６：３０
【会場】オンライン（リアルタイム）配信
※ 配信会場：ジットプラザ・Ａホール（山梨県甲府市高畑２－１９－２）
【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省、独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部、山梨県、甲府市、山梨県商工会連合会、甲府商工会議所、山梨県中小企業団体中
央会、公益財団法人やまなし産業支援機構
【参加者数】３１名（申込者数：５３名）
【概要】 ・主催者挨拶 田中政弘（経済産業省関東経済産業局産業部中小企業課長）
・ビデオ上映 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会 えせ同和行為」（５分）
〔企画：法務省人権擁護局、公益財団法人人権教育啓発推進センター〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の事例と基本的対応要領」（６０分）
堀内進（公益財団法人山梨県暴力追放運動推進センター専務理事）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------令和２年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・佐賀会場
【日時】２０２１（令和３年）年２月２日（火）１３：３０～１６：３０
【会場】オンライン（リアルタイム）配信
※ 配信会場：ガーデンテラス佐賀・３Ｆ・グランコート（佐賀県佐賀市新栄東３－７－８）
【主催】経済産業省中小企業庁、九州経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省、独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部、佐賀県、佐賀市、佐賀県商工会連合会、佐賀商工会議所、佐賀県中小企業団体中
央会、公益財団法人佐賀県地域産業支援センター
【参加者数】６７名（申込者数：８１名）
【概要】 ・主催者挨拶 鶴丸貴信（経済産業省九州経済產業局産業部中小企業課長補佐）
・ビデオ上映 「企業と人権 職場からつくる人権尊重社会 えせ同和行為」（５分）
〔企画：法務省人権擁護局、公益財団法人人権教育啓発推進センター〕
・講演① 「『えせ同和行為』根絶への課題」（９０分）
馬場周一郎（ジャーナリスト、元西日本新聞記者、（公財）人権教育啓発推進センター特任講師）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の事例と基本的対応要領」（６０分）
長谷川宗人（公益財団法人佐賀県暴力追放運動推進センター事務局次長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成３０年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・盛岡会場
【日時】２０１８（平成３０）年９月２６日（水）１３：３０～１７：００（開場１２：３０）
【会場】マリオス・１８８会議室（岩手県盛岡市盛岡駅西通２丁目９−１）
【主催】経済産業省中小企業庁／東北経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省／岩手県 ／盛岡市／岩手県商工会連合会／盛岡商工会議所／岩手県中小企業団体中央会／公益財団法人いわて産業振興センター
【来場者数】４４名（申込者数：４５名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 鈴木光弘（経済産業省東北経済産業局産業部中小企業課課長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員、中央大学兼任講師）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の不当要求事例と対応策」（６０分）
吉田瑞彦（弁護士、岩手弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成３０年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・千葉会場
【日時】２０１８（平成３０）年１０月５日（金）１３：３０～１７：００（開場１２：３０～）
【会場】ペリエホールＲｏｏｍＡ＋Ｂ（千葉県千葉市中央区新千葉一丁目１番１号）
【主催】経済産業省中小企業庁／関東経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省／千葉県／千葉市／千葉県商工会連合会／千葉商工会議所／千葉県中小企業団体中央会／公益財団法人千葉県産業振興センター
【来場者数】１７９名（申込者数：２３３名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 杉田順一（経済産業省東北経済産業局産業部中小企業課中小企業相談員）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「「えせ同和行為」根絶への課題」（９０分）
馬場周一郎（ジャーナリスト、元西日本新聞記者）
・講演② 「えせ同和行為等の反社会的勢力による不当要求への対応」（６０分）
曽我一義（弁護士、千葉県弁護士会民事介入暴力被害者救済センター副委員長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成３０年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・鳥取会場
【日時】２０１８（平成３０）年１０月２５日（木） １３：３０～１７：００（開場１２：３０）
【会場】とりぎん文化会館・第２会議室（鳥取県鳥取市尚徳町１０１－５）
【主催】経済産業省中小企業庁／中国経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省／鳥取県／鳥取市／鳥取県商工会連合会／鳥取商工会議所／鳥取県中小企業団体中央会／公益財団法人鳥取県産業振興機構
【来場者数】３４名（申込者数：４０名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 近村淳（経済産業省 中国経済産業局 産業部 中小企業課長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員、中央大学兼任講師）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の不当要求事例と対応策」（６０分）
大田原俊輔（弁護士、元鳥取県弁護士会会長）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成３０年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・津会場
【日時】２０１８（平成３０）年１１月２１日（水）１３：３０～１７：００（開場１２：３０）
【会場】ベルセ島崎 花菖蒲（三重県津市島崎町３１９番地）
【主催】経済産業省中小企業庁／中部経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省／三重県／津市／三重県商工会連合会／津商工会議所／三重県中小企業団体中央会／公益財団法人三重県産業支援センター
【来場者数】５４名（申込者数：６１名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 瀬賀和也（経済産業省中部経済産業局産業部次長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員、中央大学兼任講師）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の具体的事例と対応策」（６０分）
伊藤仁（弁護士、三重弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成３０年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・和歌山会場
【日時】２０１８（平成３０）年１２月１２日（水）１３：３０～１７：００（開場１２：３０）
【会場】和歌山ビッグ愛 大ホール（和歌山市手平２丁目１－２）
【主催】経済産業省中小企業庁／近畿経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省／和歌山県／和歌山市／和歌山県商工会連合会／和歌山商工会議所／和歌山県中小企業団体中央会／公益財団法人わかやま産業振
興財団
【来場者数】５３名（申込者数：６０名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 石原康行（経済産業省近畿経済産業局産業部次長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（35分）
第１話『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員、中央大学兼任講師）
・講演② 「えせ同和行為等の反社会的勢力による不当要求への対応」（６０分）
和田篤（弁護士、和歌山弁護士会民事介入暴力及び非弁護士活動対策委員会副委員長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成３０年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・高知会場
【日時】日時：２０１９（平成３１）年１月１１日（金）１３：３０～１７：００（開場１２：３０）
【会場】高新文化ホール（高知県高知市本町３丁目２−１５）
【主催】経済産業省中小企業庁／四国経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省／高知県／高知市／高知県商工会連合会／高知商工会議所／高知県中小企業団体中央会／公益財団法人高知県産業振興センター
【来場者数】４０名（申込者数：４０名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 上杉憲章（公益財団法人人権教育啓発推進センター事務局長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（35分）
第１話『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「「えせ同和行為」根絶への課題」（９０分）
馬場周一郎（ジャーナリスト、元西日本新聞記者）
・講演② 「えせ同和行為の具体例とその対応策」（６０分）
田村裕（弁護士、高知弁護士会民事介入暴力対策委員会委員）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成３０年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・熊本会場
【日時】2019（平成31）年2月19日（火） 13:30～17:00（開場 12:30～）
【会場】ＴＫＰガーデンシティ熊本・ホール（熊本県熊本市中央区下通1-7-18 ホテルサンルート熊本 3F/5F）
【主催】経済産業省中小企業庁／九州経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省／熊本県／熊本市／熊本県商工会議所連合会／熊本県商工会連合会／熊本県中小企業団体中央会／公益財団法人くまもと産業支援
財団
【来場者数】116名（申込者数：138名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 池部素子（経済産業省九州経済産業局産業部中小企業課長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（35分）
第１話『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「えせ同和行為」根絶への課題（９０分）
馬場 周一郎（ジャーナリスト、元西日本新聞記者）
・講演② 「えせ同和行為をはじめとする不当要求行為の対策について」（６０分）
山下 永壽（弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成29年度 えせ同和行為対策セミナー・滋賀会場
【日時】2017（平成29）年9月1日（金） 13:30～17:00（開場 12:30～）
【会場】ピアザ淡海 ・3F 「大会議室」（滋賀県大津市におの浜1-1-20）
【主催】経済産業省中小企業庁／近畿経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】滋賀県／大津市／滋賀県商工会議所連合会／滋賀県商工会連合会／滋賀県中小企業団体中央会／公益財団法人滋賀県産業支援プラザ
【来場者数】69名（申込者数：79名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 大西 宏志（経済産業省近畿経済産業局産業部次長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（35分）
第１話『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井 敏男（元朝日新聞論説委員、中央大学経済学部客員講師）
・講演② 「えせ同和行為対策について」（６０分）
富塚 浩之（滋賀弁護士会民事介入暴力対策委員長、弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成29年度 えせ同和行為対策セミナー・横浜会場
【日時】2017（平成29）年9月22日（金） 13:30～17:00
【会場】ワークピア横浜・2F 「おしどり・くじゃく」（神奈川県横浜市中区山下町24-1）
【主催】経済産業省中小企業庁 / 関東経済産業局 / 公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】神奈川県 / 横浜市 / 神奈川県商工会連合会 / 神奈川県商工会連合会 / 横浜商工会議所 / 神奈川県中小企業団体中央会 /
公益財団法人神奈川産業振興センター
【来場者数】204名（申込者数：260名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 今井 輝雄（経済産業省関東経済産業局産業部中小企業課長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「～みんなで考えよう～『えせ同和行為』根絶のための課題」（９０分）
馬場 周一郎（ジャーナリスト、元西日本新聞記者）
・講演② 「えせ同和行為対策について」（６０分）
中山 雅博（神奈川県弁護士会民事介入暴力対策委員会、弁護士法人かながわパブリック法律事務所代表弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成29年度 えせ同和行為対策セミナー・金沢会場
【日時】2017（平成29）年10月17日（火） 13:30～17:00
【会場】金沢商工会議所・1F 「ホール」（石川県金沢市尾山町9-13）
【主催】経済産業省中小企業庁／中部経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】石川県／金沢市／石川商工会議所／石川県商工会連合会／石川県中小企業団体中央会／公益財団法人石川県産業創出支援機構
【来場者数】27名（申込者数：27名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 長谷川 貴弘（経済産業省 中部経済産業局産業部中小企業課長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話 『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話 『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井 敏男（元朝日新聞論説委員、中央大学経済学部客員講師）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の具体的事例と対応策」（６０分）
山村 三信（金沢弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長、弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成29年度 えせ同和行為対策セミナー・島根会場
【日時】2017（平成29）年11月21日（火） 13:30～17:00
【会場】松江テルサ ・ 1F 「テルサホール」（島根県松江市朝日町478-18）
【主催】経済産業省中小企業庁／中国経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】島根県／松江市／松江商工会議所／島根県商工会連合会／島根県中小企業団体中央会／公益財団法人しまね産業振興財団
【来場者数】19名（申込者数：19名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 近村淳（経済産業省中国経済産業局産業部中小企業課長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話 『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話 『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「『えせ同和行為』根絶のための課題」（９０分）
馬場 周一郎（ジャーナリスト、元西日本新聞記者）
・講演② 「えせ同和行為の対応策」（６０分）
古津 弘也（古津弘也法律事務所、弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成29年度 えせ同和行為をはじめとする不当要求行為対策セミナー・郡山会場
【日時】2017（平成29）年12月12日（火） 13:30～17:00
【会場】郡山商工会議所 ・ 6F 「大ホール」（福島県郡山市清水台1-3-8）
【主催】経済産業省中小企業庁／東北経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】福島県／郡山市／福島県商工会連合会／福島県商工会議所連合会／福島県中小企業団体中央会／公益財団法人福島県産業振興センター
【来場者数】43名（申込者数：54名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 松田 吉紀（経済産業省東北経済産業局産業部中小企業課 課長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話 『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話 『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井 敏男（元朝日新聞論説委員、中央大学経済学部客員講師）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の具体的事例と対応策」（６０分）
若松 克明（福島県弁護士会弁護士、民事介入暴力対策（兼）被害者救済センター運営委員会委員）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成29年度 えせ同和行為対策セミナー・長崎会場
【日時】2018（平成30）年1月19日（金） 13:30～17:00
【会場】長崎県勤労福祉会館 ・ 2F 「講堂」（長崎県長崎市桜町9-6）
【主催】経済産業省中小企業庁／九州経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省／長崎県／長崎市／長崎県商工会連合会／長崎商工会議所／長崎県中小企業団体中央会／公益財団法人長崎県産業振興財団
【来場者数】35名（申込者数：39名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 松崎 治洋（経済産業省九州経済産業局産業部次長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話 『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話 『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「『えせ同和行為』根絶のための課題」（９０分）
馬場 周一郎（ジャーナリスト、元西日本新聞記者）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の不当要求事例と対応策」（６０分）
藤森 弘行（弁護士、長崎県弁護士会民事介入暴力被害者救済センター運営委員会所属）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成29年度 えせ同和行為対策セミナー・徳島会場
【日時】2018（平成30）年2月16日（金） 13:30～17:00
【会場】徳島市シビックセンター ・ 4F 「ホール」（徳島県徳島市元町1-24 アミコビル）
【主催】経済産業省中小企業庁／四国経済産業局／公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】法務省／徳島県／徳島市／徳島県商工会連合会／徳島商工会議所／徳島県中小企業団体中央会／公益財団法人とくしま産業振興機構
【来場者数】35名（申込者数：35名）

【参加費】無料

【概要】 ・主催者挨拶 千谷 敦則（経済産業省四国経済産業局産業部中小企業課長）
・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話 『書籍購入要求の撃退法』 ／ 第３話 『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井 敏男（元朝日新聞論説委員、中央大学経済学部客員講師）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の具体的事例と対応策」（６０分）
眞鍋 直敬（弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２８年度えせ同和行為対策セミナー・高松会場
【日時】２０１６（平成２８）年１２月８日（木） １３：３０～１７：００
【会場】サンポートホール高松・６Ｆ「６１会議室」（香川県高松市サンポート２－１）
【主催】経済産業省中小企業庁、四国経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】香川県、 高松市、高松商工会議所、香川県商工会連合会、香川県中小企業団体中央会、公益財団法人かがわ産業支援財団
【来場者数】１０９名（申込者数：１１８名）
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（２５分）
第３話 『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「『えせ同和行為』根絶のための課題」（９０分）
馬場 周一郎（ジャーナリスト、元西日本新聞記者）
・講演② 「えせ同和行為対策について」（６０分）
上枝 康（香川県弁護士会民事介入暴力問題対策委員会委員長、弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２８年度えせ同和行為対策セミナー・山口会場
【日時】２０１７（平成２９）年１月１１日（水） １３：３０～１７：００
【会場】山口グランドホテル・２Ｆ「鳳凰」（ 山口県山口市 小郡黄金町１−１）
【主催】経済産業省中小企業庁、中国経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】山口県、山口市、山口商工会議所、山口県商工会連合会、山口県中小企業団体中央会、公益財団法人やまぐち産業振興財団
【来場者数】４２名（申込者数：４３名）
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話 『書籍購入要求の撃退法』
第３話 『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「『えせ同和行為』根絶のための課題」（９０分）
馬場 周一郎（ジャーナリスト、元西日本新聞記者）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の具体的事例と対策」（６０分）
小川 幸三（東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員、弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２８年度えせ同和行為対策セミナー・鹿児島会場
【日時】２０１７（平成２９）年２月１５日（水） １３：３０～１７：００
【会場】ＴＫＰガーデンシティ 鹿児島中央「薩摩ホール」（鹿児島県鹿児島市 中央町２６－１ 南国アネックス３Ｆ）
【主催】経済産業省中小企業庁、九州経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】鹿児島県、鹿児島市、鹿児島商工会議所、鹿児島県商工会連合会、鹿児島県中小企業団体中央会、公益財団法人かごしま産業支援センタ
ー
【来場者数】３６名（申込者数：４８名）
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」（３５分）
第１話 『書籍購入要求の撃退法』
第３話 『公共工事下請け参入要求の撃退法』
〔企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井 敏男（元朝日新聞論説委員、中央大学経済学部客員講師）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の具体的事例と対応策」（６０分）
桃木野 聡（鹿児島県弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長、弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２７年度えせ同和行為対策セミナー・東京会場
【日時】２０１５（平成２７）年９月７日（月） １３：３０～１７：００
【会場】ニッショーホール［日本消防会館］（東京都港区虎ノ門２－９－１６）
【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】東京都、東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、公益財団法人東京都中小企業振興公社
【来場者数】４１０名（申込者数：４４５名）
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「セクハラ パワハラ えせ同和行為 あなたの職場は大丈夫？」より
『えせ同和行為編』（２５分）
〔企画：法務省人権擁護局、公益財団法人人権教育啓発推進センター〕
・講演① 「『えせ同和行為』根絶のための課題
～同和対策審議会答申５０年の節目にあらためて考える～」（９０分）
馬場周一郎（ジャーナリスト（元西日本新聞記者）、福岡県同和人権問題講師団講師）
・講演② 「えせ同和行為等反社会的勢力による不当要求行為への対応」（６０分）
青木知己（弁護士、日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員、東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２７年度えせ同和行為対策セミナー・仙台会場
【日時】２０１５（平成２７）年１１月１７日（火） １３：３０～１７：００
【会場】ＴＫＰ仙台カンファレンスセンター ホール３Ａ
（宮城県仙台市青葉区花京院１－２－３ ソララガーデンシティタワー仙台花京院３Ｆ）
【主催】経済産業省中小企業庁、東北経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】宮城県、仙台市、仙台商工会議所、宮城県商工会連合会、宮城県中小企業団体中央会
【来場者数】９３名（申込者数：１０６名）
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」より
第１話『書籍購入要求の撃退法』、第２話『忘年会申し込みの撃退法』（２５分）
〔企画：（公財）暴力追放広島県民会議〕
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井 敏男（中央大学経済学部客員講師、元朝日新聞論説委員）
・講演② 「えせ同和行為等反社会的勢力による不当要求行為への対応」（６０分）
原一好（弁護士、仙台弁護士会民事介入暴力及び業務妨害対策委員会委員）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２７年度えせ同和行為対策セミナー・岡山会場
【日時】２０１６（平成２８）年１月２２日（金） １３：３０～１７：００
【会場】オルガホール（岡山県岡山市北区奉還町１－７－７ オルガビルＢ１Ｆ）
【主催】経済産業省中小企業庁、中国経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】岡山県、岡山市、岡山商工会議所、岡山県商工会連合会、岡山県中小企業団体中央会、公益財団法人岡山県産業振興財団
【来場者数】１０１名（申込者数：１０４名）
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」より
第１話『書籍購入要求の撃退法』、第２話『忘年会申し込みの撃退法』（２５分）
（企画：（公財）暴力追放広島県民会議）
・講演① 「えせ同和行為の克服に向けて～問われる企業の基本姿勢」（９０分）
稲積 謙次郎（ジャーナリスト、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、元西日本新聞編集局長）
・講演② 「えせ同和行為等の排除について」（６０分）
佐藤弘一（弁護士、岡山弁護士会民事介入暴力対策・非弁護士行為等取締委員会委員長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２６年度えせ同和行為対策セミナー・北九州会場
【日時】２０１４（平成２６）年７月１８日（金） １３：３０～１６：５０
【会場】北九州芸術劇場・中劇場（福岡県北九州市小倉北区室町１丁目１－１－１１ リバーウォーク北九州６Ｆ）
【主催】経済産業省中小企業庁、九州経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】福岡県、北九州市、北九州商工会議所、公益財団法人北九州産業学術推進機構、福岡県商工会連合会、福岡県中小企業団体中央会
【来場者数】１５１名（申込者数：１５４名）
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」より
第１話『書籍購入要求の撃退法』、第２話『忘年会申し込みの撃退法』（２５分）
（企画：（公財）暴力追放広島県民会議）
・講演① 「えせ同和行為を生む土壌と私たちの課題」（９０分）
馬場 周一郎（西日本新聞社企画委員、福岡県同和人権問題講師団講師）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の民事介入暴力の傾向と対策」（６５分）
垣内 洋祐（弁護士、福岡県弁護士会北九州部会民事介入暴力対策委員会副委員長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２６年度えせ同和行為対策セミナー・奈良会場
【日時】２０１４（平成２６）年１１月５日（水） １３：３０～１６：４５
【会場】なら１００年会館・中ホール（奈良県奈良市三条宮前町７－１）
【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】奈良県、奈良市、奈良商工会議所、奈良県商工会連合会、奈良県中小企業団体中央会、公益財団法人奈良県地域産業振興センター
【来場者数】１２６名（申込者数：１２２名）
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「セクハラ パワハラ えせ同和行為 あなたの職場は大丈夫？」より『えせ同和行為編』（２５分）
（企画：法務省人権擁護局、公益財団法人人権教育啓発推進センター）
・講演① 「同和問題の現在」（９０分）
臼井 敏男（中央大学経済学部客員講師、元朝日新聞論説委員）
・講演② 「えせ同和問題について」（６０分）
三住 忍（弁護士、奈良弁護士会民事介入暴力・非弁護士活動取締委員会副委員長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２６年度えせ同和行為対策セミナー・東京会場
【日時】２０１５（平成２７）年２月３日（火）１３：３０～１６：４５
【会場】ニッショーホール［日本消防会館］（東京都港区虎ノ門２－９－１６）
【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】東京都、東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、公益財団法人東京都中小企業振興公社
【来場者数】４０８名（申込者数：４８４名）
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「それでええんか！？暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」より
第１話『書籍購入要求の撃退法』、第２話『忘年会申し込みの撃退法』（２５分）
（企画：（公財）暴力追放広島県民会議）
・講演① 「えせ同和行為の克服に向けて～問われる企業の基本姿勢」（９０分）
稲積 謙次郎（ジャーナリスト、元西日本新聞編集局長、元総務庁地域改善対策協議会委員）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の具体的事例と対応策」（６０分）
望月 克也（弁護士、東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会副委員長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２５年度えせ同和行為対策セミナー・京都会場
【日時】２０１３（平成２５）年１１月８日（金） １３：３０～１６：５０（開場１２：４０）
【会場】京都テルサ・西館・１Ｆ「テルサホール」（京都府京都市南区東九条下殿田町70 京都府民総合交流プラザ内）
【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】京都商工会議所、京都府商工会連合会、京都府中小企業団体中央会、公益財団法人京都産業２１、京都府、京都市
【来場者数】１７１人（事前申込者数：１８９人）
【参加費】無料
【概要】・啓発ビデオ上映「それでええんか!? 暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」
第１話『書籍購入要求の撃退法』（11分） ・ 第２話『忘年会申し込みの撃退法』（10分）
（企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議）
・講演① 「えせ同和行為克服のカギは何か～問われる企業の基本的姿勢～」（90分）
稲積謙次郎（ジャーナリスト、元西日本新聞社編集局長、元総務庁地域改善対策協議会委員、福岡県人権施策推進懇話会会長）
・講演② 「反社会的勢力によるえせ同和行為等の具体的事例と対応策」（60分）
谷口和大（弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２５年度えせ同和行為対策セミナー・名古屋会場
【日時】２０１３（平成２５）年１２月１３日（金） １３：３０～１６：５０（開場１２：４０）
【会場】中電ホール（愛知県名古屋市東区東新町1）
【主催】経済産業省中小企業庁、中部経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】名古屋商工会議所、愛知県商工会連合会、愛知県中小企業団体中央会、公益財団法人あいち産業振興機構、愛知県、名古屋市
【来場者数】２４７人（事前申込者数：２６４人）
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「セクハラ、パワハラ、えせ同和行為―あなたの職場は大丈夫？―」 パート３『えせ同和行為』（18分08秒）
（法務省、財団法人人権教育啓発推進センター制作）
・講演① 「えせ同和行為の土壌と私たちの課題」（90分）
馬場周一郎（西日本新聞社企画委員、福岡県同和人権問題講師団講師）
・講演② 「同和問題とえせ同和行為対策について （あなたならどうしますか。こんなとき）」（60分）
住田正夫（弁護士）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２５年度えせ同和行為対策セミナー・東京会場
【日時】２０１４（平成２６）年１月１６日（木） １３：３０～１６：５５（開場１２：４０）
【会場】ニッショーホール（日本消防会館／東京都港区虎ノ門2-9-16）
【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、公益財団法人東京都中小企業振興公社、東京都
【来場者数】４０２人（事前申込者数：４８７人）
【参加費】無料
【概要】・啓発ビデオ上映「それでええんか!? 暴力団等反社会的勢力からの不当要求撃退法」
第３話『公共工事下請け参入要求の撃退法』（23分）
（企画：公益財団法人暴力追放広島県民会議）
・講演① 「同和問題の現在」（90分）
臼井敏男（元朝日新聞論説委員、中央大学経済学部客員講師）
・講演② 「暴力団等反社会的勢力の排除対策と暴追都民センターの役割」（60分）
原哲也（公益財団法人暴力追放運動推進都民センター代表理事）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２４年度えせ同和行為対策セミナー・東京会場
【日時】２０１２（平成２４）年７月２５日（水） １３：３０～１７：１０（開場１２：４０）
【会場】ニッショーホール（日本消防会館／東京都港区虎ノ門2-9-16）
【主催】経済産業省中小企業庁、関東経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、公益財団法人東京都中小企業振興公社、東京都
【来場者数】５３２人
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「セクハラ、パワハラ、えせ同和行為―あなたの職場は大丈夫？―」 パート３『えせ同和行為』（18分08秒）
（法務省、財団法人人権教育啓発推進センター制作）
・講演① 「えせ同和行為はなぜ生まれるのか ～運動体、企業、そして私たちの課題～」（90分）
馬場周一郎（株式会社西日本新聞ＴＮＣ文化サークル取締役、元西日本新聞記者）
・講演② 「えせ同和行為の具体的事例と対応策」（90分）
増江亜佐緒（弁護士／東京弁護士会）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２４年度えせ同和行為対策セミナー・大阪会場
【日時】２０１２（平成２４）年１０月５日（金） １３：３０～１７：１０（開場１２：４０）
【会場】大阪市中央公会堂・大集会室（大阪府大阪市北区中之島1-1-27）
【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】大阪商工会議所、大阪府商工会連合会、大阪府中小企業団体中央会、公益財団法人大阪市都市型産業振興センター、大阪府、大阪市
【来場者数】５１０人
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「セクハラ、パワハラ、えせ同和行為―あなたの職場は大丈夫？―」 パート３『えせ同和行為』（18分08秒）
（法務省、財団法人人権教育啓発推進センター制作）
・講演① 「えせ同和行為はなぜ生まれるのか ～運動体、企業、そして私たちの課題～」（90分）
馬場周一郎（株式会社西日本新聞ＴＮＣ文化サークル取締役、元西日本新聞記者）
・講演② 「えせ同和行為の具体的事例と対応策」
福栄泰三（弁護士／大阪弁護士会）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２４年度えせ同和行為対策セミナー・広島会場
【日時】２０１２（平成２４）年１２月１２日（水） １３：３０～１７：１０（開場１２：４０）
【会場】広島国際会議場・国際会議ホール「ヒマワリ」（広島県広島市中区中島町1-5 平和記念公園内）
【主催】経済産業省中小企業庁、中国経済産業局、公益財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】広島商工会議所、広島県商工会連合会、広島県中小企業団体中央会、公益財団法人ひろしま産業振興機構、広島県、広島市
【来場者数】１１７人
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「セクハラ、パワハラ、えせ同和行為―あなたの職場は大丈夫？―」 パート３『えせ同和行為』（18分08秒）
（法務省、財団法人人権教育啓発推進センター制作）
・講演① 「えせ同和行為克服のカギは何か～問われる企業の基本的姿勢～」（90分）
稲積謙次郎（ジャーナリスト、元総務庁地域改善対策協議会委員、福岡県人権施策推進懇話会会長）
・講演② 「えせ同和行為の具体的事例と対応策」
伊藤寛之（弁護士／広島弁護士会）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２３年度えせ同和行為対策セミナー・大阪会場
【日時】２０１１（平成２３）年９月１日（木） １４：００～１６：４０（開場１３：１０）
【会場】大阪市中央公会堂・大集会室（大阪府大阪市北区中之島1-1-27）
【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、財団法人人権教育啓発推進センター
【後援】大阪商工会議所、大阪府商工会連合会、大阪府中小企業団体中央会、（財）大阪市都市型産業振興センター、大阪府、大阪市
【来場者数】８５４人
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「セクハラ、パワハラ、えせ同和行為―あなたの職場は大丈夫？―」 パート３『えせ同和行為』（18分08秒）
（法務省、財団法人人権教育啓発推進センター制作）
・講演① 「正体見たり枯れ尾花～えせ同和行為克服のカギは何か」（60分）
稲積謙次郎（ジャーナリスト、福岡県人権政策推進懇話会会長、元総務庁地域改善対策協議会委員）
・講演② 「えせ同和行為の具体的事例と対応策」（60分）
長谷川敬一（弁護士、大阪弁護士会 民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会副委員長）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２３年度えせ同和行為対策セミナー・東京会場
【日時】２０１１（平成２３）年１０月３１日（月） １４：００～１６：４０（開場１３：１０）
【会場】ニッショーホール（日本消防会館／東京都港区虎ノ門2-9-16）
【主催】経済産業省中小企業庁、（財）人権教育啓発推進センター
【後援】東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、（財）東京都中小企業振興公社、東京都
【来場者数】６３３人
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「セクハラ、パワハラ、えせ同和行為―あなたの職場は大丈夫？―」 パート３『えせ同和行為』（18分08秒）
（法務省、財団法人人権教育啓発推進センター制作）
・講演① 「正体見たり枯れ尾花～えせ同和行為克服のカギは何か」（60分）
稲積謙次郎（ジャーナリスト、福岡県人権政策推進懇話会会長、元総務庁地域改善対策協議会委員）
・講演② 「えせ同和行為の具体的事例と対応策」（60分）
増江亜佐緒（弁護士／東京弁護士会）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成２３年度えせ同和行為対策セミナー・福岡会場
【日時】２０１１（平成２３）年１２月１４日（水） １４：００～１６：４０（開場１３：１０）
【会場】福岡市立中央市民センター・ホール（福岡県福岡市中央区赤坂2-5-8）
【主催】経済産業省中小企業庁、九州経済産業局、（財）人権教育啓発推進センター
【後援】福岡商工会議所、福岡県商工会連合会、福岡県中小企業団体中央会、（財）福岡県中小企業振興センター、福岡県、福岡市、北九州市
【来場者数】２４６人
【参加費】無料
【概要】・ビデオ上映 「セクハラ、パワハラ、えせ同和行為―あなたの職場は大丈夫？―」 パート３『えせ同和行為』（18分08秒）
（法務省、財団法人人権教育啓発推進センター制作）
・講演① 「正体見たり枯れ尾花～えせ同和行為克服のカギは何か」（60分）
稲積謙次郎（ジャーナリスト、福岡県人権政策推進懇話会会長、元総務庁地域改善対策協議会委員）
・講演② 「えせ同和行為の具体的事例と対応策」
吉原淳治（弁護士、福岡県弁護士会 民事介入暴力対策委員会委員）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成22年度えせ同和行為対策セミナー・東京会場
【日時】２０１０（平成２２）年８月２５日（水）１３：１５～１６：１０
【会場】全社協・灘尾ホール（東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル）
【主催】経済産業省中小企業庁、（財）人権教育啓発推進センター
【後援】東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、（財）東京都中小企業振興公社、東京都
【来場者数】４２１人
【参加費】無料
【概要】・講演① 「正体見たり枯れ尾花～えせ同和行為克服のカギは何か」（60分）
稲積謙次郎（ジャーナリスト、元西日本新聞編集局長、福岡県人権施策推進懇話会会長、元総務庁地域改善対策協議会委員）
・講演② 「えせ同和行為の具体的事例と対応策」講演と質疑応答（60分）
小川幸三 （弁護士、東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員、同元副委員長）
・ビデオ上映 「同和問題と人権 ―あなたはどう考えますか―」（法務省・(財)人権教育啓発推進センター制作）（30分）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------平成22年度えせ同和行為対策セミナー・大阪会場
【日時】２０１０（平成２２）年９月２日（木）１３：１５～１６：１０
【会場】ホテルグランヴィア大阪 20F・名庭（大阪府大阪市北区梅田3-1-1）
【主催】経済産業省中小企業庁、近畿経済産業局、（財）人権教育啓発推進センター
【後援】大阪府商工会連合会、大阪商工会議所、大阪府中小企業団体中央会、（財）大阪市都市型産業振興センター、大阪府、大阪市
【来場者数】４２３人
【参加費】無料
【登壇者】・講演① 「企業と人権・同和問題 えせ同和行為問題と企業責任」（60分）
菱山謙二（筑波大学名誉教授、（財）人権教育啓発推進センター参与、元総務庁地域改善対策協議会委員）
・講演② 「えせ同和行為の具体的事例と対応策」（60分）
長谷川敬一（弁護士、大阪弁護士会民事介入暴力及び弁護士業務妨害対策委員会副委員長）
・ビデオ上映 「えせ同和行為排除のために」（法務省・(財)人権教育啓発推進センター制作）（30分）
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成21年度えせ同和行為対策セミナー
【日時】２００９（平成２１）年７月３１日（金）１３：１５～１６：００
【会場】全社協・灘尾ホール（東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル）
【主催】経済産業省中小企業庁、（財）人権教育啓発推進センター
【後援】東京商工会議所、東京都商工会連合会、東京都中小企業団体中央会、（財）東京都中小企業振興公社、東京都
【来場者数】１１９人
【参加費】無料
【概要】・講演① 「企業がえせ同和行為に屈しないために」（60分）
黒永敬（元東京ガス㈱コミュニケーション支援室長、ヒューマニゼーション研究所所長、(財)人権教育啓発推進センター・
サポートグループ）
・講演② 「えせ同和行為の具体的事例と対応策」講演と質疑応答（60分）
小川幸三 （弁護士、東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員、同元副委員長）
・ビデオ上映 「えせ同和行為排除のために」（法務省・(財)人権教育啓発推進センター制作）（30分）
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------※敬称略。肩書は当時のもの。
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