
子どもたちや教職員、保護者、地域のおとなに、ワークショップ（参加体験型学習）を通じて
CAPプログラムを実施する。
ファシリテーターのスキルアップのため、研修を開催する。

子ども対象
小学校　　　　　　 ９２校 ２２９クラス ７１１４名
就学前　　　　　　 ３園 ４クラス １１９名
中学校　　　　　　 ７校 ２９クラス １０７６名
支援学校 １校   ２ワｰク ２９名
その他団体 １団体   １ワｰク ９名

計 ２６５クラス （ワーク） ８３４７名
　　（内、小学校 ９２校 ２２９クラス、中学校７校２９クラスは堺市教育委員会の委託事業で実施）

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になったワークショップ
１２月９日・１０日・１１日 三原台こども園　年長児１クラス

（堺市市民活動支援基金補助金（寄付金）により実施）
実施日 １２月１６日、２０２１年１月２１日、２月３日
実施先 大阪府立堺支援学校高等部3年生
内容 障がいのある子どもへのCAPプログラム（SNP）

おとな対象 計 １２２回 ４３６名

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になったワークショップ
〔CAP学習会の開催は全て中止となりました〕
開催日 ５月１５日・６月５日・７月１７日・９月１４日・１０月１２日・１１月９日

２０２１年１月２１日・２月１８日・３月１８日
開催場所 堺市中区子育てひろば

６月 　９日 「CAPプログラム実施に関して新型コロナ感染防止対応策の検討」
１３日 「CAPプログラム実施に関して新型コロナ感染防止対応策の確認

とロールプレイ練習」
１５日 「新型コロナ感染防止対応策のガイドライン作成についての検討」

７月 　２日 CAP他者評価振り返り研修
２６日 CAP他者評価振り返り研修

８月 １８日 CAP他者評価振り返り研修
９月 ２６日 CAP他者評価振り返り研修
１０月 ３１日 CAP他者評価振り返り研修
１１月 ２８日 CAP他者評価振り返り研修
１２月 ２７日 CAP他者評価振り返り研修
２０２１年
２月 １４日 「愛着障がいについて」講師：米澤好史さん
３月 １１日 CAP他者評価振り返り研修

２２日 CAP他者評価振り返り研修

（１）CAP（子どもへの暴力防止）事業

２０２０年度事業報告書
（２０２０年　４月　１日～２０２1年　３月　３１日）

〔研修会・勉強会〕



６月
４日 望之門保育園　年長児１クラス　「感情の扱い」

８月
２６日 株式会社学研エデュケーショナル　学研教室指導者研修　（リモート研修）

　「一人ひとりのエンパワメント」～お互いの力を高めるために～
９月
１６日 大阪狭山市まなびーばsayama中高生「自分自身の感情と上手につき合おう♪」

１８日 豊中市立西丘小学校　ＰＴＡ
「気づけてる？どうしてる？もやっとしているその気持ち」～今知っておこう　
 自分のこと～

１０月
２１日 柏原市立国分小学校　４年生３クラス　「感情と境界線」

１１月
２７日 豊中市立西丘小学校　１年生３クラス　「“聴く”って？　たいせつなきもち　」
１２月１日・４日 豊中市立西丘小学校　２年生４クラス　「一人ひとりの境界線」
・７日 豊中市立西丘小学校　３年生３クラス　「コミュニケーション～自分も相手も大切に

  する関係作り」
豊中市立西丘小学校　４年生３クラス　「わたしのサポーター」
豊中市立西丘小学校　５年生３クラス　「自分で考えて、判断して、行動する」
豊中市立西丘小学校　６年生４クラス　「うわさのしくみ」

２０２１年
１月
８日 大阪市立長吉小学校　２年生３クラス　「感情の扱いとすてきな頼み方」

２月
２２日 浜寺昭和校区子育てサロンおたまじゃくし

「イライラしたときどうする？」～イライラさんと上手につき合う方法～
３月
２３日 堺市中区子育てひろば　「アンガーマネジメントを学ぼう」

計 子ども対象　　　    ４校（園）　　　　　　２７ワーク
   １施設 　　１ワーク

おとな対象 　 ４ヶ所 　　４ワーク

『ＲＥ：プログラム』
姫路市立中学校３校（１年生）
６月２６日・７月７日・２０２１年２月４日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になったワークショップ
姫路市立中学校１校（１年生）
２０２１年１月１８日

〔その他の人権研修・ワークショップの実施〕

　　　　　　　　人権問題に関する講演会・研修事業
　　　　　　　　おとなや子どもの人権問題に関する講演会及び研修の企画・運営
　　　　　　　　多様性教育・コミュニケーションスキル・PLTプログラム・人材養成講座・子育てひろば運営など

〔HRプロジェクトワークショップの実施〕

（２）人権問題に関する啓発・学習会事業



『滋賀県エンパワメントワークショップ出前講座』

７月
１０日・２１日 JA滋賀中央会（職員）

「一人ひとりの人権尊重とは？」「一人ひとりの人権尊重をめざして」
１７日 栗東市（行政職員と一般市民）

「人権は誰の問題？部落問題から考える」
２２日 コクヨ滋賀工場（職員）【リモート研修】

「ハラスメント」防止研修
２９日 守山市玉津小学校（６年生）

「仲間作りワークショップ」
守山市玉津小学校（教職員）
「人と人との関係性作り～仲間づくりワークショップについて～」

１０月
１４日 日吉中学校区（学校園教諭）

「自尊感情を高める」
１２月
１０日 滋賀県人権啓発企業連絡会（職員）

「部落問題をはじめとした人権全般」
２１日 守山市役所（人権教育指導者）

「多様性の尊重～一人ひとりの違いから考える」

２０２１年
１月
２５日 北大津高等学校（職員）

「自尊感情を高める～一人ひとりをたいせつに～」

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になったワークショップ
６月
１８日 甲賀市（職員研修）
２０２１年
２月
７日 高島市公民館（子ども・おとな対象）

６月
７日 尼崎市ユース交流センター（リモート研修）

「子ども若者が声を上げやすい社会になるために、私たちに何ができるか考えよう」
１６日 堺市ファミリーサポートセンター　「みんなで育児を考える社会に

～児童虐待防止法改正に伴って～支援者自身のセルフケアを大切に」

７月
２３日 シングルマザーつながるネットまえむきIPPO　「子どものアサーション」

２９日 鳥取県男女共同参画センター「家族のコミュニケーション」

９月
９日 大阪市立総合生涯学習センター

「ファシリテーションの技法を学ぶ（ファシリテーターに必要な人権感覚とは）」

１０日 大阪狭山市立公民館くらまな大学　「人との関わり」を楽しむ

１１日 八尾市総務部人事課　中堅職スパイラルアップ研修　人権研修（子どもの人権）

『その他の人権研修』



１２日 藤井寺市スポーツ少年団
「スポーツ活動におけるリスペクトについて」子ども対象／保護者、スタッフ対象

１０月
３日 鳥取市気高人権福祉センター「家庭内で子どもを尊重する関係とは？」

９日・１６日 ウィズせっつ
11月６日 「えんぱわめんとＤＥわたし向上①～エンパシーとシンパシー②～自由と不自由」

「　ウィズせっつカレッジ卒業式　　」

１５日・１１月４日 大阪府教育センター　「セクシュアル・ハラスメント相談窓口担当者研修会　基礎編」
「セクシュアル・ハラスメント相談窓口担当者研修会　応用編　」

１１月
４日 堺市男女共同参画リーダー養成講座

　「皆が安心して暮らせる社会へ～暴力をなくすには？～」

１２月
２日 いずみチャイルドライン　「子どもの権利を学ぼう」

１８日 大東市社会福祉協議会（児童クラブ）
「傾聴とカウンセリングマインド」

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になったワークショップ
９月
７日 徳島県平岩小学校（教職員研修）
１２月
１７日 南区子育てアドバイザー交流会

『子ども権利条約関西ネットワーク』に構成団体として参加
６月２日・７日・２４日
７月５日・８日・８月５日 運営会議・子ども会議
９月２日・１０月７日・１１月４日
２０２１年２月３日・３月３日

８月２日 すごろく作成のためのイラスト講座

８月２２日・９月２０日 「子どものけんり　なんでやねん！すごろく」
１１月１０日 ワークショップ実践
２０２１年１月１３日３月７日

１１月１４日・１５日

大阪サテライト運営協力

『堺市男女共同参画推進講師派遣事業による講演会の開催』
開催日 ２０２０年　１２月　２０日
内容 「ひとり親家庭がそれぞれに合わせた豊かな人生を送るために
講師 ～ひとり親家庭の子どもの学習支援の現場から見えること～」

渡剛さん（あっとすくーる代表）

子どもの権利条約全国フォーラム２０２０in富山県南砺
な ん と

市



『地域における男女共同参画促進を支援するためのアドバイザー派遣事業による講演会の開催』
開催日 ２０２１年　２月　１３日
内容 「日常生活の中に潜む`自分らしさ′を阻むジェンダー」
講師 上野　千鶴子さん（社会学者・東京大学名誉教授・

認定NPO法人ウィメンズアクションネットワーク（WAN）理事長）

『ふれあい助成金による講演会の開催』
開催日 ２０２１年　３月　６日  
内容 ２０２０年度関西CAP交流会「子どもの権利条約日本批准から今と、SDGｓ

～子どもが安心できる社会をめざして～」
講師 平野　裕二さん（子どもの人権連代表委員）

冨田久子さん（お母さんの心の応援団長・元堺市立小学校校長）
北野真由美（NPO法人えんぱわめんと堺／ES代表）

『エンパワメント・ファシリテーター研究会』
開催日 vol.６  ２０２０年６月３０日・７月３１日・８月３１日・９月３０日
内容 「めざせ！エンパワメンター」

②わたし編「わたしにできること」～エンパワメンターとしてのわたし～
③あなた編「ちがいに向き合う」
④あなた編「対立から学ぶ」～エンパワメンターに必要なこと～
講師：栗本敦子さん（Facilitator's LABO〈えふらぼ〉）
⑤みんな編　「気づきから築きへ」～エンパワメンターとしてアクションを起こす～
①５月３０日は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止しました。

開催日 vol.７  １０月３１日・１１月３０日・２０２１年１月３０日・２月２７日・３月３１日
内容 「めざせ！エンパワメンター」

①    子どもに関わる人集まれ～わたしと子ども～
②    子どもとともにいる人集まれ～あなたと子ども～
③    なぜエンパワメンターなのか～みんなと子ども～
講師：リー・ヤマネ・清実さん（リーズ代表　パーソナル・アシスタント）
④    社会の中の子ども～子どもと多様性～
⑤    子どもの中の社会～トラウマと子ども～

『子育てひろば運営業務』
　　　　　　　実施場所　堺市中区役所地下１階
　　　　　　　実施日時　２０２０年　４月１日から２０２１年　３月３１日
　　　　　　　事業対象者　就学前児童とその保護者

利用者数
４月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉室になりました。
５月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉室になりました。
６月 のべ　　子ども　　１０９名　　おとな　　９６名
７月 のべ　　子ども　　１４５名　　おとな　１３５名
８月 のべ　　子ども　　１７３名　　おとな　１７１名
９月 のべ　　子ども　　１８１名　　おとな　１６９名
１０月 のべ　　子ども　　２１９名　　おとな　２１０名
１１月 のべ　　子ども　　１７９名　　おとな　１７７名
１２月 のべ　　子ども　　１８２名　　おとな　１７０名
２０２１年
１月 のべ　　子ども　　１７９名　　おとな　１６４名
２月 のべ　　子ども　　２００名　　おとな　１９２名
３月 のべ　　子ども　　２７０名　　おとな　２５５名

のべ　　子ども　　１８３７名　　おとな　１７３９名



子育て講座
４月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉室のため中止。
５月 新型コロナウイルス感染拡大防止のため閉室のため中止。

６月２３日 参加人数　　子ども　５名　　おとな　５名
『ばあばの応援メッセージ』
講師：冨田久子さん（元公立小学校校長）
７月２８日 参加人数　　子ども　７名　　おとな　７名
『子どもの食事について』
講師：西かおりさん（管理栄養士）
８月２５日 参加人数　　子ども　４名　　おとな　４名
『わたしのからだはわたしのもの』
講師：橋本麻美（ＳＡＹ（性・生）の会）
９月２５日 参加人数　　子ども　７名　　おとな　７名
『リズムに合わせて親子で体を動かそう』
講師：大迫友美さん（リトミック研究センター）
１０月２８日 参加人数　　子ども　５名　　おとな　５名
『子どもの健康について』
講師：納谷保子さん（小児科医師）
１１月２４日 参加人数　　子ども　４名　　おとな　４名
『みんなで子育て』
講師：巽真理子さん（大阪府立大学研究推進機構ダイバーシティ研究環境研究所特認准教授）

１２月２２日 参加人数　　子ども　６名　　おとな　６名
『親子でふれあい』
講師：藤川史子さん（英会話教室ふらっと主宰）
２０２１年
１月２６日 中止
『乳幼児の健康について』
講師：安藤夏美さん（養護教諭）
２月１６日 中止
『「かぞく」って何？』
講師：大森順子さん（女性のための離婚相談まえむきＩＰＰＯ主宰）
３月２３日 参加人数　　子ども　５名　　おとな　５名
『アンガーマネージメントを学ぼう』
講師：有田雅恵（HRプロジェクト）

合計 子ども  ４３名　おとな ４３名

ふるさと納税「親子で読書」絵本パック採択
貸出期間　２０２０年２月～２０２０年８月

ふるさと納税「親子で読書」絵本パック採択
貸出期間　２０２０年９月～２０２１年２月

スタッフ会議・研修
６月１３日・７月１８日・８月２２日・９月１９日・１０月２４日
１１月２１日・１２月５日・２０２１年１月２３日・２月２０日・３月２０日
４月１８日、５月２３日は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止しました。



（講師を招いての研修）
開催日 ２０２１年　１月　２３日
内容 子育てひろばで活用できそうな、わらべうたのふれあい遊び

わらべうたと子育ての関わり
講師 わらべうたの会　こまめ

開催日 ２０２１年　２月　１４日
内容 「愛着障害と発達障害の理解と支援」
講師 米澤好史さん（臨床発達心理士スーパーバイザー・上級教育カウンセラー

学校心理士スーパーバイザー・ガイダンスカウンセラー）
ミーティング
２０２１年　３月　１７日

〔和泉市男女共同参画啓発業務委託事業者選定に係る公募型プロポーザルに参加〕
プレゼンテーション ７月１３日
業務名　 和泉市男女共同参画啓発業務
履行期間 ２０２０年　８月　１日から２０２３年　７月３１日
履行場所 和泉市男女共同参画センター　モアいずみ
今回は選定されませんでした。

（3）性教育に関する啓発・学習会事業
　　　　　　　子ども・おとな向けの「SAY(性・生）の会」のプログラム企画・実施

性の多様・からだのしくみと働き・デートＤＶ・こころとからだの境界線・性感染症と望まない妊娠など

〔SAY（性・生）の会ワークショップの実施〕

７月
１０日 大阪市立長谷川中学校　１～３年生

「性と生きるについて考える～自分も他者も尊重できる関係づくり～」
１５日 大阪狭山市立公民館ティーンズ勉強会

「男子も女子も自分のために生と性の正しい知識を得よう」
２４日 認定NPO法人こどもの里　

「境界線ワークショップ」
８月
２５日 堺市中区子育てひろば

「わたしのからだはわたしのもの」
９月
２日 泉南市子ども総合支援センター

「障がいのある 子どもと 性について」
１６日 大阪府立西野田工科高校定時制　

「性の健康教育・境界線～たいせつなからだと気持ち～」
２３日 大阪府立高槻北高等学校　２年生

「人と人とのつながり・コミュニケーション～自分も相手も大切にしあう
 性・生～」

２４日 大阪府立長野北高校　３年生
「10代の性・生をともに考える～デートＤＶと性感染症・予期しない
 妊娠～」

２８日 浜寺昭和校区子育てサロンおたまじゃくし　未就園児の保護者
「幼児期からの性教育」

１０月
１日 大阪府立福井高等学校　２年生

「恋愛関係に上下関係が忍び込む時　（デートＤＶ）」



１５日 大阪府立長吉高等学校　１年生
「「性・生を考える」～人と人とのよりよい関係のために～」

１１月
８日 デイサービスにこにこ庵　「つきあう。結婚。性の関係性」
１０日 大阪市立長谷川小学校　１～６年生「一人ひとりの大切なからだときもち」

２７日 大阪府地域生活定着支援センターよりそいネット大阪
「障がいのある子どもたちへ 性の健康教育をどのように伝えるのか？」

１２月
１日 大阪府立春日丘高等学校定時制　１～３年生

「デートDVを考える～暴力にならないために、対等な関係性とは？」
２日 大阪府立平野支援学校高等部　１～３年生「こころとからだ」
１０日 大阪府立布施高等学校定時制　２，４年生「男女のつきあい方」
２５日 大阪府立堺支援学校教職員　「同僚性とは」

２０２１年
１月
２７日 大阪府立寝屋川高等学校　１年生「性と生きるについて考える」
２７日 大阪府立平野支援学校高等部　１～３年生「こころとからだ」

２月
１日・２日・４日 私立四天王寺小学校　１～６年生

「たいせつなからだと気持ち」各学年に応じた性のプログラム
２７日 放課後等児童デイサービスこころん小６～高２

「性の健康教育　～大切なからだと気持ち～」
３月
９日 私立清教学園中学校　２年生

「１０代の性・生をともに考える～自分も相手も大切にするには～」

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止になったワークショップ
５月
７日 大阪府立大冠高等学校２年生
７月 
１６日 大阪府立長野高等学校

おとな　６団体　２２４名
合計 子ども　１４校・３団体　３３ワーク　１４０２名

（4）障がい児にかかわるワークショップ（参加型体験学習）事業
障がい児（者）と障がい児（者）にかかわるきょうだい・おとなへのワークショップの企画・運営
障がい児（者）にワークショップ（参加型体験学習）を通して人権プログラムを伝えていくとともに
障がいのある子どもに関する学習会の企画・運営をおこない、スタッフ養成につなげる。
また、今年度は放課後支援団体を含め、様々な地域の団体にも支援を広げ、ワークショップを届
ける。
〔オレンジりぼんワークショップの実施〕

実施日

４月１９日、５月３１，２０２１年１月１７日は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため

内容 『障がいのある子どもとそのきょうだい支援プログラム』
実施先 市民団体 こころクラブ

　６月２１日・　７月１９日・　９月２０日・１０月１８日・１１月１５日・１２月２０日
・ ２０２１年２月２１日 ・３月１５日　８回２２ワーク

中止になりました



実施日
内容 『障がいのある子どもと心地よくつながる第一歩』
実施先 松原市人権市民セミナー（おとな）

２０２１年２月１７日は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため
中止になりました

公益財団法人 パブリックリソース財団 J-Coin基金
〈障がいのある子どもへのいじめ・虐待予防とエンパワメント事業〉

実施日 １１月１５日、２０２１年２月２１日、３月２１日
実施先 こころクラブ（市民団体）保護者　
内容 「子どもの育ちをたいせつに～なぜアンガーマネージメントが必要なのか～」

実施日 １１月２１日、２０２１年１月３０日
実施先 ハピスポ上野芝（放課後等児童デイサービス）子ども
内容 「五感からはじめるコミュニケーション」～おしえて、一人ひとりのつながり方～

「境界線」～みんな違うよ　境界線～　

実施日 １１月２１日、２０２１年２月１９日
実施先 ハピスポ上野芝（放課後等児童デイサービス）スタッフ
内容 『アンガーマネージメントと境界線』～支援者～

実施日 １２月１９日
実施先 ハピスポ鳳（放課後等児童デイサービス）子ども
内容 「境界線」を考える　出会いでより良い関係を築く

実施日 １２月２０日、２０２１年２月２１日
実施先 こころクラブ（市民団体）子ども・おとな
内容 「五感からはじめるコミュニケーション」～おしえて、一人ひとりのつながり方～

実施日 ２０２１年１月３０日、２月６日
実施先 NPO法人ぴーす　子ども
内容 「感情理解、感じ方はひとそれぞれ、感情の扱い」「『いや』といっていい」

実施日
実施先 NPO法人ぴーす　保護者
内容 「感情理解、感じ方はひとそれぞれ、感情の扱い」「『いや』といっていい」

実施日 １２月２２日、２０２１年２月１日
実施先 ポニーの家（放課後等児童デイサービス）　子ども
内容 「一人ひとりの大切なからだときもち」

実施日
実施先 こころん（放課後等児童デイサービス）　職員
内容 「障がいのある子どもへの性の健康教育」

実施日 ２０２１年２月２５日、３月１２日
実施先 ハピスポ鳳（放課後等児童デイサービス）スタッフ
内容

実施日
実施先 オリーブ（放課後等児童デイサービス）おとな
内容 「アンガーマネージメントと境界線」

合計 のべ　子ども　１２回　１１９名　　おとな　９回　９３名

２０２１年２月２４日

２０２１年２月１７日

２０２１年３月１日

『境界線と一人ひとりの尊重』　～支援者エンパワメント研修～

２０２１年２月６日



〔組織・運営〕
第１８回定時総会
実施日 ２０２０年　５月１６日
場所 えんぱわめんと堺事務所

〔会員数〕
正会員　　　 ２７名
賛助会員　　 ５６名 ７１口


