
市町村名 分類 内容 開催日/期間 場所 対象 主催等

市独自の「７月は差別をなくす強調月間」ポスターを
掲示板に掲示

7月１日(水)～
大和高田市内掲示板

市民
大和高田市

市内全域を広報車による啓発活動
7月１日(水)～

大和高田市全域
市民

大和高田市

人権啓発冊子「扉」（市内小・中学生の人権ポス
ター・標語応募作品および人権作文の掲載）の配布
による啓発活動

７月１日(水)～ 市内全戸に配布 市民 大和高田市

市役所に懸垂幕を設置し、啓発活動
７月１日(水)～

大和高田市役所
大和高田市大中100-1 市民 大和高田市

街頭啓発
横断幕・懸垂幕・啓発旗・立看板の設置
市職員へのワッペン着用

7月1日(水)～7月31日(金) 市内一円 市民
市及び人権のまちづくり推進協
議会

展示 外国人問題図書展示 7月1日(水)～7月31日(金) 図書館 市民
市及び人権のまちづくり推進協
議会

街頭啓発
啓発物品の配布等を行い、差別をなくす気運を高め
る。

7月１０日(金)
9:30～11:00

天理市役所 市民　他 天理市

小・中学生人権啓発ポスター・標語展
７月２０日(月)～

８月１１日(火)17:15
（ただし、土・日・祝は除く）

市役所1階市民ホール 市民 天理市

各教室活動内容、児童館活動、保育所
園児作品等を展示する。

7月６日(月)～10日(金)
８：３０～１７：００

天理市人権センター 市民 天理市

（特設）人権擁護委員協力のもと電話人権相談を行
う。

電話相談
7月２日(木)・３日(金)
１０：００～１４：００

天理市役所 市民 天理市

（定例）人権擁護委員協力のもと人権相談を行う。
定例相談
7月１３日(月)
12：00～15：00

天理市役所 市民 天理市

研修
「人権のつどい」
DVD「君がいるから」鑑賞をしながら交流を深める

7月１０日(金)
13：30～15：00

天理市人権センター 地域住民と近隣施設　等 天理市

その他
家族や友達など周りの人々の協力の中で生きている
自分を見つめ直し、自分の目標や願いを書いた短冊
を作成する。

7月１日(水)～７月８日(水)
15：30～17：00

石上児童館 市内小学生 天理市

強調月間中に啓発活動の一環として市内各所に人
権ポスターを掲示

７月１日(水)～７月31(金) 各自治会・市公共施設等 市民 橿原市

強調月間中、図書館に人権に関する図書を紹介する
啓発コーナーを開設

７月１日(水)～７月31(金)
市立図書館
（橿原市小房町１１－５）

市民 橿原市

強調月間中、ふれあいセンターだより７月号に啓発記
事を掲載し地区内全世帯に配布

７月１日(水)～７月31(金) 飛騨地区 地域住民 橿原市

強調月間中、ふれあいセンターだより７月号に啓発記
事を掲載し地域内全世帯に配布

６月下旬 畝傍北小学校区
地域住民
市民

橿原市

人権課題について説明したパネルや人権マンガ等の
展示

７月１日(水)～７月31(金)
新分庁舎（ミグランス）
（橿原市内膳町１－１－６０）

来庁者 橿原市

強調月間中に、パネルを展示、来館者に人権啓発を
図る.

７月１日(水)～７月31(金)
飛騨コミュニティーセンター玄
関ホール
（橿原市飛騨町９４－２）

市民 橿原市

強調月間中に、パネルを展示、来館者に人権啓発を
図る.

７月１日(水)～７月31(金)
大久保ふれあいセンターロ
ビー前
（橿原市大久保町１５－１）

地域住民
市民
施設利用者

橿原市

人権相談 強調月間中に、人権擁護委員による人権相談を実施

７月３日(金)
７月１７日(金)
７月２５日(土)
13:00～16:00

かしはらナビプラザ
（４階　市民相談広場）
（橿原市内膳町1-6-8）

市民
橿原市
葛城人権擁護委員協議会第五
部会

令和２（２０２０）年度　「差別をなくす強調月間」　　市町村実施事業
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展示

広報活動

広報活動
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大和高田市
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のぼり旗の設置 6月２９日(月)～７月31(金)
近鉄・ＪＲ桜井駅前・市庁
舎前・その他

市民 桜井市

市職員へのワッペン着用 ７月１日(水)～７月31(金) ー 市職員 桜井市

市職員向け人権研修 7月7日.14日.21日 市役所 市職員（主任級） 桜井市

市職員管理職向け人権研修 6月26日.7月2日.6日 市役所 市職員（課長級） 桜井市

広報活動 広報車での市内全域の広報活動
7月上旬

9:00～17:00
市内全域 市民 桜井市

人権特集号の発行 7月1日(水) 市内 市民 五條市

広報車で音声を流しながら市内を巡回し、啓発活動 7月10日(金) 市内 市民 五條市

人権啓発ののぼり旗設置 ７月中 大川橋付近 市民 五條市

FMラジオ放送（五條市アワー） 7月上旬 ー 市民 五條市

展示 人権啓発ポスター･標語の展示 7月1日(水)～８月31日(月)

・阪合部文化会館
・五條市人権総合センター
・保健福祉センター
・五條市役所西吉野支所

市民 五條市

広報活動
月間中に、市内を３コースに分け、広報車で巡回し、
強調月間メッセージにより周知を促す。

7月1日(水)～7月31日(金) 市内
市民、市内に通勤通学さ
れている方

御所市人権問題啓発活動推進
本部

展示
人権ポスター・標語の展示。
応募いただいた中から、市内優秀作品を選出し、その
作品を展示。

7月１日(水)～7月31日(金) アザレアホール アザレアホールの利用者 御所市

公共施設への設置による啓発物品の配布 7月１日(水)～7月31日(金) 御所市人権センターほか
施設利用者
市民

御所市

市内施設入口に強調月間啓発用看板･貼り紙を作
成し、設置。

7月１日(水)～7月31日(金) 御所市人権センターほか
施設利用者
市民

御所市

人権相談 人権擁護委員による電話人権相談
7月２１日(火)
１０：００～１５：００

ー 市民 生駒市

生駒市役所内における人権啓発アナウンス放送
7月６日(月)・13日(月)・20日

(月)・２７(月)
９：００、１５：００

生駒市役所 来庁者及び市職員 生駒市

市役所各窓口での人権啓発L字プレートの設置によ
る啓発活動

7月1日(水）～
7月31日（金）
8:30～17:15
（休庁日を除く）

生駒市役所 市役所来庁者 生駒市

公用車への啓発パネル貼付による啓発活動 7月１日(水)～７月３１日(金) ー 市民 生駒市

人権啓発パネルの展示 7月１日(水)～７月１４日(火) 生駒市役所 来庁者及び市職員 生駒市

人権相談 人権擁護委員による人権相談
7月１日(水)
９：００～１５：００

香芝市総合福祉センター 市民 香芝市

広報活動 広報紙での周知啓発 広報かしば6月号 各戸配布 市民 香芝市

御所市

街頭啓発

研修

生駒市

広報活動

五條市

広報活動

その他

香芝市

桜井市



市民集会
講演（事前申込要）
【講師・出演者】やなせ　なな
【演題・内容】「いのちと心を伝える愛の歌」

7月4日（土）13:30開会 葛城市民体育館 市民限定（１００名） 葛城市

展示
葛城市図書館（新庄・當麻）において、人権啓発図書
のコーナー設置

７月2日(水)～７月３０日(木)
葛城市新庄図書館
葛城市當麻図書館

図書館利用者 葛城市

街頭啓発
市内大型店舗前（6か所）で人権啓発ののぼり旗を
設置し、啓発物品配布による啓発活動を実施。

未定
市内のスーパー等の大型店
舗前及び駅前

市民
買い物客
交通機関利用者

葛城市

人権相談 人権相談所の開設
7月９日(木)
7月１６日(木)
7月３０日(木)

葛城市役所新庄庁舎
歴史博物館
當麻文化会館

市民 葛城市

広報７月号に、強調月間であることと併せて市内の小
中学校から提出されたポスターと標語の一部などを
掲載することにより啓発を行う。

７月号 各戸配布 市民 葛城市

市内の小中学校に人権啓発ポスター・標語の制作を
依頼し、提出されたポスターを市ホームページに掲
載。ポスターと標語の一部を広報７月号に掲載するこ
とにより啓発を行う。

７月 市内 市内小中学生 葛城市

研修 市議会議員人権問題研修会
7月13日(月)
13:30～　約70分

葛城市役所　新庄庁舎 市議会議員 葛城市

街頭啓発 人権啓発ののぼり旗・懸垂幕設置 ７月１日(水)～ 市役所・市役所周辺 市民
宇陀市
宇陀市教育委員会

その他 広報うだによる強調月間周知・啓発 ７月１日(水)～ 市役所ホームページ 市民
宇陀市
宇陀市教育委員会

人権行政心配ごと相談
７月８日(水)
9:00～12:00

室生振興センター 市民
宇陀市
人権擁護委員

人権行政心配ごと相談
７月１５日(水)
9:00～12:00

大宇陀人権交流センター 市民
宇陀市
人権擁護委員

展示 人権啓発ポスター・標語の展示 7月13日(月)～7月31日(金) 市役所ふるさとテラス 市民
宇陀市
宇陀市教育委員会

街頭啓発
人権啓発のぼり旗設置
町オリジナル啓発ポスターの掲示

7月1日(水)～７月３１日(金) 町内 町民 平群町

広報活動
①広報誌「マイタウンへぐり」7月号への掲載
②防災行政無線での放送

①7月号広報
②7月1日(水)、１１日(土)

平群町 町民 平群町

人権相談 住民・法律相談の開設
毎週火曜日
13:00～16:00

三郷町役場 町民 三郷町

展示 小・中学生の人権ポスター展示 ７月 文化センターロビー
町民
文化センターを利用する
方

三郷町

広報活動
人権啓発用車両で巡回啓発
庁内放送
奈良交通バスの看板啓発

７月 町内全域
町民
役場を利用する方
バスの近くを通行する方

三郷町

広報活動
奈良新聞に「７月は差別をなくす強調月間」に関する
記事を掲載

6月30日掲載 県内全域 県民 三郷町

その他
のぼり旗の設置
懸垂幕

７月
町内主要13箇所
（役場を含む）

町民
通勤・通学で町内3駅を
利用する方

三郷町

広報活動 啓発物品配布による啓発 7月1日(水)～７月３１日(金) 町内各公共施設 町民
斑鳩町人権問題啓発活動推進
本部

人権相談 人権擁護委員による人権相談
7月8日(水)
13:00～16:00

斑鳩町役場 町民 斑鳩町、斑鳩町人権擁護委員

展示
小・中学校の人権ポスターの展示
中学生の人権啓発標語の展示

７月中 トーク安堵カルチャーセンター 町民
安堵町
安堵町人権・同和問題啓発活
動推進本部

その他 のぼり旗の設置 ７月中 町内 町民
安堵町
安堵町人権・同和問題啓発活
動推進本部

葛城市

安堵町

平群町

三郷町

斑鳩町

宇陀市

人権相談

広報活動



弁護士による無料法律相談
7月１６日(木)
13:00～16:00

川西町役場
磯城郡川西町結崎２８－１

町民
（事前予約者のみ）

川西町

人権擁護委員による人権相談
7月６日(月)
13:00～16:00

川西町役場
磯城郡川西町結崎２８－１

町民
川西町
川西町人権擁護委員

展示 小学生の人権ポスターの展示
１１月1日～１１月３０日

（差別をなくす町民集会にあわせ
て開催）

川西文化会館 町民
川西町
川西町教育委員会

三宅町 広報活動 広報誌掲載 未定 町内 町民 三宅町

街頭啓発 啓発旗の設置
＊啓発旗→７月１日(水)から30日

(木)

＊啓発旗→村内３か所　掛信
号付近、今井バイパス、谷口
橋

村民 曽爾村教育委員会事務局

広報活動 広報車での村内全域の広報活動
広報車→７月１日(水)と7月16日
(木)７：４０～8:10、15:00～

15:30
村内全域 村民 曽爾村教育委員会事務局

高取町 街頭啓発 啓発物品配布による啓発活動
12月（人権週間中の1日）

７：００～８：００
近鉄壷阪山駅

町民
通勤・通学で壷阪山駅を
利用する方

高取町人権擁護委員

上牧町 街頭啓発 役場周辺にて人権啓発ののぼり旗設置 7月1日(水)～7月31日(金) 上牧町役場前 町民
上牧町教育委員会事務局
社会教育課

街頭啓発 JR王寺駅及び畠田駅周辺で啓発物品の配布を実施
7月10日(金)
8:00～9:00

JR王寺駅及び畠田駅周辺
通勤・通学で駅を利用す
る方

王寺町
王寺町人権教育推進協議会

人権相談 王寺町人権擁護委員による人権相談の開設
７月３日(金)
１３：００～16:00

地域交流センター
（王寺町久度２－２－１　りーべ
る東館５F）

一般住民
王寺町
王寺町人権擁護委員

広報活動
期間中、町内施設において懸垂幕とサイネージによる
広報

７月中
王寺町役場（懸垂幕）
いずみスクエア（サイネージ）

一般住民 王寺町

河合町 街頭啓発 人権啓発のぼり旗設置 7月1日(水)～７月３１日(金) 町内 町民 河合町

街頭啓発
幟旗設置
・７月は差別をなくす強調月間

7月 町内一円 町民
吉野町人権・同和問題啓発活
動推進本部

広報活動 人権啓発７月号発行 7月1日(水) 広報よしのに全戸折込 町民
吉野町人権・同和問題啓発活
動推進本部

広報活動 強調月間中に、公用車に啓発マグネット等を貼付。 ７月中　終日 町内 町民 大淀町

広報活動
・町広報誌への特集記事掲載
・町ケーブルテレビでの啓発文字放送
・人権に関する内容について放送（予定）

７月中 町内 町民 大淀町

街頭啓発 人権啓発のぼり旗設置 ７月中 町内 町民
大淀町人権・同和問題啓発活
動推進本部

野迫川村 広報活動 啓発物品配布による啓発活動（全戸配布） ７月中に配布 － 村民 野迫川村

下北山村 広報活動 ケーブルテレビで強調月間を広報 7月1日(水)～7月31日(金) － 村内全域
下北山村人権・同和問題啓発
活動推進本部

上北山村 広報活動
広報誌にて啓発
住民課窓口で啓発物品配付。

7月1日(水)～7月31日(金) － 村民 上北山村

川上村 広報活動 広報誌にて啓発 ７月号 － 村民 川上村

人権相談 特設人権相談
７月２０日(月)
10:00～１２：００

東吉野村中央公民館 村民 人権擁護委員

広報活動
村内全域を広報車による啓発活動
CATV、防災行政放送による啓発活動

７月1日(水)～ 東吉野村全域 村民 東吉野村

川西町

人権相談

東吉野村

吉野町

大淀町

曽爾村

王寺町


