受講無料
事前不要

経済産業省中小企業庁委託

企業におけるＣＳＲ・人権担当者
向け実践講座の御案内

論（ビジネスと人権）

各

◦ビジネスと人権

◦ハラスメント

◦人権デュー・ディリジェンス

◦外国人雇用

誰一人取り残さない社会の実現に向けた企業の責任と役割
講師：梁井裕子（一般財団法人ＣＳＯネットワークサス
テナビリティコミュニケーター）

（予定）

論

企業活動と人権－外国人雇用と多文化共創－
講師：川村千鶴子（大東文化大学名誉教授、多文化社会
研究会理事長、万城目正雄（東海大学教養学部人
間環境学科社会環境課程准教授、多文化社会研究
会専務理事）

世界共通言語であるＳＤＧｓと人権～ビジネスパーソン
の必須常識～
講師：笹谷秀光（千葉商科大学教授、ＣＳＲ／ＳＤＧｓ
コンサルタント）

◦メンタルヘルス

職場と家庭と社長さんのメンタルヘルス
講師：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）

◦障害者雇用

企業は障がい者雇用で伸びる
講師：影山摩子弥（横浜市立大学都市社会文化研究科教
授・ＣＳＲ＆サステナビリティセンター長）

「企業におけるCSR・人権担当者向け実践講座」事務局

お知らせ 「人権ライブラリー」

［大阪会場］

◦ＳＤＧｓ

ＥＳＧ、ＳＤＧｓ、ビジネスと人権～企業における人権
尊重への対応～
講師：氏家啓一（一般社団法人グローバル・コンパクト・
ネットワーク・ジャパン事務局次長）

TEL 03－5777－1802（代表） ／

不当要求行為対策セミナー

ＬＧＢＴ理解が企業発展の鍵～ＳＯＧＩに対する無意識
の偏見がＤ＆Ｉを妨げる～
講師：三浦暢久（ＮＰＯ法人カラフルチェンジラボ代表理事）

人権課題の指摘への初動対応 ―「救済」を考える―
講師：大村恵実（弁護士、ニューヨーク州弁護士）

【お問合せ先】
（公財）人権教育啓発推進センター

えせ同和行為をはじめとする

◦ＬＧＢＴ

◦救済へのアクセスに関する取組

◦ＥＳＧ経営

令和４年
２月15日（火）
午後５時まで

ハラスメント規制法後の対応と防止対策
講師：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）

ビジネスと人権～ＣＳＲ、ＥＳＧ、ＳＤＧｓの基礎知識
と人権デュー・ディリジェンス～
講師：齊藤誠（弁護士法人齊藤法律事務所代表、日本弁
護士連合会弁護士業務改革委員会委員、企業の社
会的責任（ＣＳＲ）と内部統制に関するプロジェ
クトチーム座長、ビジネスと人権ロイヤーズネッ
トワーク運営委員）

参加費無料

配信期間

詳細は人権ライブラリーウェブサイト
（https://www.jinken-library.jp/news/detail/96806/）
に掲載します。

総

令和３年度経済産業省中小企業庁委託事業

kouza2021@jinken.or.jp

FAX 03－5777－1803

※公益財団法人人権教育啓発推進センター併設
東京港区芝大門２－10－12 KDX芝大門ビル４Ｆ

「人権に関する○○○を探している、調べたい、借りたい」
…そんな時は、人権ライブラリーを御活用ください

人権ライブラリーでは、人権に関する図書・ビデオ・DVD・展示パネルなど企業内研修に役立つ啓発資料を
収集・整理しており、またこれら資料等の貸出しも行っております。
お気軽に御利用ください。
【お問合せ】TEL 03-5777-1919 / FAX 03-5777-1954 / ウェブサイト https：//www.jinken-library.jp

開催のお知らせ
会 場 集 客 型 ・オン ラ イン 配 信 同 時 開 催

【新型コロナウイルス感染症拡大防止についての御協力のお願い】
セミナーの会場参加に当たって、下記の事項に御協力をお願いいたします。
１ 会場内ではマスクを着用してください。
２ 会場入口に消毒液を設置していますので御利用ください。
３ 下記に該当する場合は参加をお控えください。
① 過去14日以内に発熱など風邪の症状がある場合
② 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の経過観察期間に該当している場合
※開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置を適切に実施いたします。
※状況により、中止・延期又はオンラインのみとする場合があります。あらかじめ御了承ください。
その場合は申込者には御連絡いたします。また、当センターウェブサイト（http：//www.jinken.or.jp）に
最新情報を掲載いたします。

公益財団法人人権教育啓発推進センター

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
申込

えせ同和行為とは、あたかも「同和問題の解決」に努力しているように装って、寄附を募ったり、高額な書籍を
同和問題の無理解につけいる「えせ同和行為」は、これまで多くの人々が差別解消のために行ってきた活動の努
このセミナーでは、企業等の担当者に対して、同和問題に関する基本的な考え方や、反社会的勢力によるえせ同

必要事項を明記の上、以下の方法でお申し込みください

1 FAX

和行為等の被害の実例や具体的対応策について講演を行います。
「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」は、公益財団法人人権教育啓発推進センターが、経

2 /17 木

令和
４年

大阪府大阪市中央区本町橋２－５ /オンライン配信

松屋町筋

受講
無料

定員

堺筋本町

至 本町・
大阪港←

●
東警察署

本町橋

❶出口

● 大阪商工会議所

●シティプラザ大阪 〶内本町
郵便局
本町通
●
のぞみ
信用組合
中央大通

出口❹

Osaka Metro 中央線
阪神高速13号東大阪線
阪神高速13号東大阪線

↓至 日本橋・恵美須町

至 谷町九丁目・天王寺↓

至 森ノ宮・
生駒→
谷町四丁目

出口

大阪産業
創造館●

２月16日（水）午後３時まで

会場で
参加される方へ

参加申込受付後、約２週間以内に、受付番号をＥメールで通知します。
セミナー当日は受付番号を受付にて御提示ください。

オンライン参加の方へ

540名

※オンライン参加は定員なし
/要事前申込

・Osaka Metro 堺筋線「堺筋本町」駅の12号出口から 徒歩6分
・Osaka Metro 中央線「堺筋本町」駅の1号出口から 徒歩6分
・Osaka Metro 谷町線「谷町四丁目」駅の4号出口から 徒歩7分
・京阪電鉄「天満橋」駅の東改札口から 徒歩10分

企画：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

企業（団体）名
所
属

□ オンライン参加（Microsoft Teams）

  ※ソフトをダウンロードせずに視聴できます

フリガナ

住

お名前

所


２ 「同和問題に関する企業の基本姿勢、えせ同和行為」に関する講演


（60分）

臼井敏男（元朝日新聞論説委員）




３ 「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」に関する講演


（60分）

小竹斎（公益財団法人大阪府暴力追放推進センター専務理事）

ＦＡＸ
Ｅメールアドレス
（必須）

人権センターでは、人権に関する各種資料、講演会やシンポジウム等の各種イベントの情報を
Ｅメールにて提供しております。御不要の場合は左の□にチェックをお願いします。


主

催：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近畿本部、大阪府、大阪市、大阪府商工会連合会、大阪商工会議

フリガナ

ＴＥＬ



所、大阪府中小企業団体中央会、公益財団法人大阪産業局（予定）

FAX送信先：03 - 5777 - 1803

□ 会場参加

参加希望方法

〒

（15分）

１ 啓発ビデオ上映「許すな「えせ同和行為」～あなたの会社を不当な要求から守ろう～」



開催日までに参加方法をＥメールで通知します。

※参加を希望する方法にチェックをお願いします。

［会場へのアクセス］



※ただし、会場参加申込は定員に達した時点で、受付を終了させていただきます。

FAX送信用申込用紙

プログラム



ウェブサイト（https://www.jinken-library.jp
/news/detail/96820/） 又 は 右 のQR コ ー ド
（https://bit.ly/3di8Zsl）よりお申し込みください。

事前申込締切日

先着 /要事前申込

至 上町筋→
セブンイレブン●

マイドーム
おおさか

午後１時半～午後４時10分（予定）

（開場：午後１時）

オンライン配信のみとなりました
●
東郵便局

ファミリー●
マート

至 御堂筋←

堺筋線

阪神高速１号環状線

堺筋

←至 淀屋橋

本町出口

至 東梅田↑

→至 京橋
天満橋

北浜

京阪本線

↑至 天神橋筋六丁目

2 インターネット

※参加申込時に御記入いただいた個人情報につきましては、本事業及び当センターからの情報提供以外の目的には使用いたしません。

大 阪 会 場

マイドームおおさか・BCDホール

本事務局宛てにお送りください。

（03－5777－1803）

済産業省中小企業庁から委託を受けて実施する無料の研修会で、平成21年度より全国で開催してきました。令和３
年度は青森、新潟、前橋（群馬）、名古屋（愛知）、大阪、広島、宮崎の７会場で開催します。

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
大阪会場 2月17日開催

方法

強引に売りつけたり、工事の下請発注を強要するなど、企業等に不当な利益や義務のないことを要求する行為です。
力を踏みにじる行為であり、同和問題の解決を阻害するものです。

令和３年度経済産業省中小企業庁委託事業

公益財団法人人権教育啓発推進センター
〒105-0012

東京都港区芝大門2-10-12 KDX芝大門ビル4F TEL 03-5777-1802（代表）/ FAX 03-5777-1803
●「えせ同和行為対策セミナー」事務局 Ｅメール ese2021@jinken.or.jp

当センターの情報につきましては、ウェブサイト（http://www.jinken.or.jp）を御参照ください。

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
申込

えせ同和行為とは、あたかも「同和問題の解決」に努力しているように装って、寄附を募ったり、高額な書籍を
同和問題の無理解につけいる「えせ同和行為」は、これまで多くの人々が差別解消のために行ってきた活動の努
このセミナーでは、企業等の担当者に対して、同和問題に関する基本的な考え方や、反社会的勢力によるえせ同

必要事項を明記の上、以下の方法でお申し込みください

1 FAX

和行為等の被害の実例や具体的対応策について講演を行います。
「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」は、公益財団法人人権教育啓発推進センターが、経

2 /17 木

令和
４年

マイドームおおさか・BCDホール
大阪府大阪市中央区本町橋２－５ /オンライン配信

❶出口

中央大通

出口❹

Osaka Metro 中央線
阪神高速13号東大阪線
阪神高速13号東大阪線

↓至 日本橋・恵美須町

至 谷町九丁目・天王寺↓

至 森ノ宮・
生駒→
谷町四丁目

本町橋

● 大阪商工会議所
●シティプラザ大阪 〶内本町
郵便局
本町通
●
のぞみ
信用組合

午後１時半～午後４時10分（予定）

（開場：午後１時）

定員

２月16日（水）午後３時まで

会場で
参加される方へ

参加申込受付後、約２週間以内に、受付番号をＥメールで通知します。
セミナー当日は受付番号を受付にて御提示ください。

オンライン参加の方へ

540名

※オンライン参加は定員なし
/要事前申込

・Osaka Metro 堺筋線「堺筋本町」駅の12号出口から 徒歩6分
・Osaka Metro 中央線「堺筋本町」駅の1号出口から 徒歩6分
・Osaka Metro 谷町線「谷町四丁目」駅の4号出口から 徒歩7分
・京阪電鉄「天満橋」駅の東改札口から 徒歩10分

企業（団体）名
所
属

□ オンライン参加（Microsoft Teams）

  ※ソフトをダウンロードせずに視聴できます

フリガナ

〒

企画：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

住

お名前

所


２ 「同和問題に関する企業の基本姿勢、えせ同和行為」に関する講演


（60分）

臼井敏男（元朝日新聞論説委員）




３ 「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」に関する講演


（60分）

小竹斎（公益財団法人大阪府暴力追放推進センター専務理事）

ＦＡＸ
Ｅメールアドレス
（必須）

人権センターでは、人権に関する各種資料、講演会やシンポジウム等の各種イベントの情報を
Ｅメールにて提供しております。御不要の場合は左の□にチェックをお願いします。


主

催：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近畿本部、大阪府、大阪市、大阪府商工会連合会、大阪商工会議

フリガナ

ＴＥＬ



所、大阪府中小企業団体中央会、公益財団法人大阪産業局（予定）

FAX送信先：03 - 5777 - 1803

※参加を希望する方法にチェックをお願いします。

（15分）

１ 啓発ビデオ上映「許すな「えせ同和行為」～あなたの会社を不当な要求から守ろう～」



開催日までに参加方法をＥメールで通知します。

□ 会場参加

参加希望方法

［会場へのアクセス］



※ただし、会場参加申込は定員に達した時点で、受付を終了させていただきます。

FAX送信用申込用紙

プログラム



ウェブサイト（https://www.jinken-library.jp
/news/detail/96820/） 又 は 右 のQR コ ー ド
（https://bit.ly/3di8Zsl）よりお申し込みください。

事前申込締切日

先着 /要事前申込

至 上町筋→
セブンイレブン●

堺筋本町

至 本町・
大阪港←

●
東警察署

マイドーム
おおさか

ファミリー●
マート

至 御堂筋←

出口

大阪産業
創造館●

松屋町筋

●
東郵便局

堺筋線

阪神高速１号環状線

堺筋

←至 淀屋橋

本町出口

至 東梅田↑

→至 京橋
天満橋

北浜

京阪本線

↑至 天神橋筋六丁目

2 インターネット

※参加申込時に御記入いただいた個人情報につきましては、本事業及び当センターからの情報提供以外の目的には使用いたしません。

受講
無料

大 阪 会 場

本事務局宛てにお送りください。

（03－5777－1803）

済産業省中小企業庁から委託を受けて実施する無料の研修会で、平成21年度より全国で開催してきました。令和３
年度は青森、新潟、前橋（群馬）、名古屋（愛知）、大阪、広島、宮崎の７会場で開催します。

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
大阪会場 2月17日開催

方法

強引に売りつけたり、工事の下請発注を強要するなど、企業等に不当な利益や義務のないことを要求する行為です。
力を踏みにじる行為であり、同和問題の解決を阻害するものです。

令和３年度経済産業省中小企業庁委託事業

公益財団法人人権教育啓発推進センター
〒105-0012

東京都港区芝大門2-10-12 KDX芝大門ビル4F TEL 03-5777-1802（代表）/ FAX 03-5777-1803
●「えせ同和行為対策セミナー」事務局 Ｅメール ese2021@jinken.or.jp

当センターの情報につきましては、ウェブサイト（http://www.jinken.or.jp）を御参照ください。

受講無料
事前不要

経済産業省中小企業庁委託

企業におけるＣＳＲ・人権担当者
向け実践講座の御案内

論（ビジネスと人権）

各

◦ビジネスと人権

◦ハラスメント

◦人権デュー・ディリジェンス

◦外国人雇用

誰一人取り残さない社会の実現に向けた企業の責任と役割
講師：梁井裕子（一般財団法人ＣＳＯネットワークサス
テナビリティコミュニケーター）

（予定）

論

企業活動と人権－外国人雇用と多文化共創－
講師：川村千鶴子（大東文化大学名誉教授、多文化社会
研究会理事長、万城目正雄（東海大学教養学部人
間環境学科社会環境課程准教授、多文化社会研究
会専務理事）

世界共通言語であるＳＤＧｓと人権～ビジネスパーソン
の必須常識～
講師：笹谷秀光（千葉商科大学教授、ＣＳＲ／ＳＤＧｓ
コンサルタント）

◦メンタルヘルス

職場と家庭と社長さんのメンタルヘルス
講師：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）

◦障害者雇用

企業は障がい者雇用で伸びる
講師：影山摩子弥（横浜市立大学都市社会文化研究科教
授・ＣＳＲ＆サステナビリティセンター長）

「企業におけるCSR・人権担当者向け実践講座」事務局

お知らせ 「人権ライブラリー」

［大阪会場］

◦ＳＤＧｓ

ＥＳＧ、ＳＤＧｓ、ビジネスと人権～企業における人権
尊重への対応～
講師：氏家啓一（一般社団法人グローバル・コンパクト・
ネットワーク・ジャパン事務局次長）

TEL 03－5777－1802（代表） ／

不当要求行為対策セミナー

ＬＧＢＴ理解が企業発展の鍵～ＳＯＧＩに対する無意識
の偏見がＤ＆Ｉを妨げる～
講師：三浦暢久（ＮＰＯ法人カラフルチェンジラボ代表理事）

人権課題の指摘への初動対応 ―「救済」を考える―
講師：大村恵実（弁護士、ニューヨーク州弁護士）

【お問合せ先】
（公財）人権教育啓発推進センター

えせ同和行為をはじめとする

◦ＬＧＢＴ

◦救済へのアクセスに関する取組

◦ＥＳＧ経営

令和４年
２月15日（火）
午後５時まで

ハラスメント規制法後の対応と防止対策
講師：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）

ビジネスと人権～ＣＳＲ、ＥＳＧ、ＳＤＧｓの基礎知識
と人権デュー・ディリジェンス～
講師：齊藤誠（弁護士法人齊藤法律事務所代表、日本弁
護士連合会弁護士業務改革委員会委員、企業の社
会的責任（ＣＳＲ）と内部統制に関するプロジェ
クトチーム座長、ビジネスと人権ロイヤーズネッ
トワーク運営委員）

参加費無料

配信期間

詳細は人権ライブラリーウェブサイト
（https://www.jinken-library.jp/news/detail/96806/）
に掲載します。

総

令和３年度経済産業省中小企業庁委託事業

kouza2021@jinken.or.jp

FAX 03－5777－1803

※公益財団法人人権教育啓発推進センター併設
東京港区芝大門２－10－12 KDX芝大門ビル４Ｆ

「人権に関する○○○を探している、調べたい、借りたい」
…そんな時は、人権ライブラリーを御活用ください

人権ライブラリーでは、人権に関する図書・ビデオ・DVD・展示パネルなど企業内研修に役立つ啓発資料を
収集・整理しており、またこれら資料等の貸出しも行っております。
お気軽に御利用ください。
【お問合せ】TEL 03-5777-1919 / FAX 03-5777-1954 / ウェブサイト https：//www.jinken-library.jp

開催のお知らせ
会 場 集 客 型 ・オン ラ イン 配 信 同 時 開 催

【新型コロナウイルス感染症拡大防止についての御協力のお願い】
セミナーの会場参加に当たって、下記の事項に御協力をお願いいたします。
１ 会場内ではマスクを着用してください。
２ 会場入口に消毒液を設置していますので御利用ください。
３ 下記に該当する場合は参加をお控えください。
① 過去14日以内に発熱など風邪の症状がある場合
② 新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の経過観察期間に該当している場合
※開催に当たっては、新型コロナウイルス感染症拡大防止措置を適切に実施いたします。
※状況により、中止・延期又はオンラインのみとする場合があります。あらかじめ御了承ください。
その場合は申込者には御連絡いたします。また、当センターウェブサイト（http：//www.jinken.or.jp）に
最新情報を掲載いたします。

公益財団法人人権教育啓発推進センター

