
市町村 担当課 事業名 日時 場所ハートフルシアター 12月4日(日)13:00〜15:40（受付12:30） 奈良市学園前ホール（奈良市学園南三丁目１番５号）人権啓発パネルの展示 12⽉5⽇(⽉)〜9⽇（⾦） 奈良市役所１階連絡通路人権コラム しみんだより12月号 広報誌 しみんだより共生社会推進課 中人権文化センター 啓発資料による周知・広報 12月 地域内共生社会推進課 南人権文化センター 人権啓発パネルの展示 12月 センター内特設人権相談 12月6日（火）13:00〜16︓00 大和高田市役所２階相談室広報誌掲載 令和４年12⽉号 大和高田市内玄関ディスプレイ 放映 12⽉2⽇(⾦)〜12⽇(⽉) 市役所玄関第21回人権ショートレター 12⽉3⽇（⼟）以降１月号広報誌 HP、広報紙啓発のぼり 12⽉2⽇(⾦)〜12⽇(⽉) 市役所庁舎人権啓発の看板 12⽉2⽇(⾦)〜12⽇(⽉) 各支所・各ふれあいセンター人権図書の展示 12⽉3⽇(⼟)〜10⽇(⼟) 図書館人権パトロール 12月8日（木） 市内第21回やまとこおりやま人権フェア 12月3日（土） DMG MORIやまと郡山城ホール 小ホール人権相談 12月3日（土） DMG MORIやまと郡山城ホール 会議室A「人権週間」街頭啓発 12月5日（月）9:30〜11:00 天理市役所各出入口

（２）市町村の事業 内容

人権擁護委員による人権相談人権週間について掲載

大和郡山市 人権施策推進課

奈良市

大和高田市

映画「⻑いお別れ」の上映人権問題についての啓発パネルの展示

相談室を設置、人権擁護委員による人権相談

人権施策課
市役所庁舎周辺に啓発用のぼりを設置
人権ショートレター入賞者発表講演会和太鼓演奏
各支所・各ふれあいセンターに人権啓発用看板設置図書館の月間展示コーナーに、図書のテーマを決めて、人権週間の期間図書を展示広報⾞で、⼈権擁護委員と⼀緒に⼈権週間の広報

庁舎玄関前の大型ディスプレイに「人権週間」の広報・周知大和郡山市人権のまちづくり推進協議会委員が、人権ショートレターの応募作品を審査、HP、市広報紙「つながり」にて受賞者発表

⼈権週間のある⽉に合わせて奈良しみんだよりに⼈権コラムを掲載
人権問題についての啓発パネルの展示

共生社会推進課
センターだより配布による啓発。毎⽉地域に配布しているセンターだよりで、毎年12月号には「人権週間」をとりあげた内容を作成し、配布をしている。

副市⻑及び市職員（計12名）、⼈権擁護委員（９名）、人権ネットワーク会議（３名）によるチラシ配り。※新型コロナウイルスの感染状況により、変更⼜は中止の可能性あり。以下同じ。



市町村 担当課 事業名 日時 場所 内容啓発のぼり旗の設置 12⽉5⽇（⽉）〜9⽇（⾦） 天理市役所広報⾞巡回及び庁内放送による広報 12月5日（月）午前中 天理市内市有施設への啓発チラシ及び啓発物品の配布 12月5日（月）午前中 天理市内「人権週間」特設人権相談 12月5日（月）10:00〜16:00 天理市役所人権啓発ポスター・標語展 12月6日（火）12:00〜12⽉20⽇（⽕）13:00 天理市内天理駅南団体待合所人権パネル展 12⽉6⽇（⽕）〜16⽇（⾦） 橿原市分庁舎ミグランス１０階特設人権相談 12⽉2⽇（⾦）12⽉16⽇（⾦）12月17日（土） かしはらナビプラザ４階市⺠相談広場のぼり旗掲出 12⽉5⽇（⽉）〜16⽇（⾦） 本庁舎⻄側駐⾞場フェンス⼈権⽂化を育てる市⺠の集い 12月3日（土）13:30〜15:00 桜井市⽴図書館
啓発のぼり旗の設置 12⽉1⽇（⽊）〜12日（月） 桜井駅南北広報誌での周知 12月号 _特設人権相談 12月15日（木） 桜井市役所特設人権相談 12⽉2⽇(⾦)10:00〜15:00（⼤塔⽀所のみ13:00〜15:00） 人権総合センター野原東住⺠センター⻄吉野⽀所大塔支所街頭啓発 12⽉2⽇(⾦)特設⼈権相談終了後 市内スーパー３ヵ所広報⾞巡回による街宣広報活動 11⽉25⽇(⾦)〜12⽉9⽇(⾦) 市内 御所市人権問題啓発活動推進本部との連携により、広報⾞による「⼈権週間」にかかわる市内呼びかけを⾏う。

橿原市

桜井市 人権施策課 広報紙わかざくらで人権週間の周知人権擁護委員による人権相談

多⽂化交流事業中国（雲南省）の⽣活・⽂化・中国（雲南省）の⽣活・⽂化の紹介・中国雲南省の少数⺠族ダイ族舞踊と中国⺠族楽器フルスの演奏・桜井市国際交流協会ＳＩＦＡの紹介桜井駅南北ロータリーに啓発のぼり旗を設置

天理市 人権センター

人権擁護委員による特設人権相談特設⼈権相談終了後、⼈権擁護委員とともに啓発物品を配布する。

⽉例の⼈権相談とは別に、特設相談所を設置。⼈権擁護委員が２名体制で相談を受ける。市内の小中学生が作成した人権に関するポスターや標語を展示する。13日午後に作品を入替する。⼈権啓発パネル（⼈権、北朝鮮⼈権侵害問題）の展⽰を⾏う。⼈権擁護委員による⼈権全般に関する相談対応を⾏う。人権相談を周知するのぼり旗を掲出する。

人権施策課

市役所敷地内に啓発のぼり旗を10旒程度設置。・広報⾞巡回については、３⼿に分かれて啓発放送⽤のテープを再⽣しながら⾏う。・庁内放送については、１回のみ放送。広報⾞巡回時に、⼈権擁護委員とともに市有施設約20か所（市⽴の公⺠館及び保育所など）を訪れ、配架用啓発チラシ及び啓発物品（カレンダーなど）を配布する。

人権政策課

五條市



市町村 担当課 事業名 日時 場所 内容啓発看板設置 11⽉28⽇(⽉)〜12⽉9⽇(⾦) 御所市役所・人権センター人権問題講演会 12月10日(土) アザレアホール広報誌、HPによる啓発 12月 _生駒駅前街頭人権啓発キャンペーン 12月6日（火）8:00〜8:30 近鉄生駒駅中央改札口周辺特設電話人権相談 12月6日（火）10:00〜15:00 _第5回人権教育講座「山びこ」 12⽉9⽇（⾦）10:00〜11:30 たけまるホール 大ホール子どもじんけん映画会 12月10日（土）10:30〜12:05 たけまるホール 大ホール広報紙及びインターネットによる啓発 12月 _市役所庁内アナウンスによる啓発 12月5日(月)12日(月)19日(月)26日(月)10:00〜14:00〜 生駒市役所内
くらしを考える講座 12月3日（土）13:30〜15:10 総合福祉センター会議室１人権相談 12月7日（水）9︓00〜15︓00 総合福祉センター啓発活動 12月7日（水）7:30〜8:30 近鉄五位堂駅、近鉄二上駅啓発活動 12⽉１⽇（⽊）〜 香芝市役所総合受付及び市⺠協働課窓⼝特設人権相談所 12月1日（木）9:00〜12:00 當麻文化会館啓発活動 12⽉2⽇(⾦)〜12⽇(⽉) 市役所庁舎前

御所市 人権施策課
人権擁護委員による人権啓発物品の配布⼈権擁護委員による電話⼈権無料相談

啓発物品の配布人権擁護委員による街頭啓発

市役所庁内アナウンスによる人権週間の周知講演︓インターネットと⼈権講師︓ＮＰＯ法⼈ 奈良地域の学び推進機構 理事   京都府警察 ネット安心アドバイザー   石川 千明 氏人権擁護委員による人権相談所

啓発用看板を市内施設に設置する。

生駒市と生駒市人権教育推進協議会の共催による。生駒市中学校通級指導教室・高橋順治さんによる講演テーマ︓「新しい障害のとらえ⽅〜よりよい共⽣社会をめざして」映画「おさるのジョージ  劇場版」の上映人権擁護委員による人権講話

演題︓共⽣社会の実現をめざして講師︓SHIMADZU Breakers 中川将弥さん広報御所12月号、御所市ＨＰへ人権週間の啓発記事を掲載する。

人権施策課

香芝市 市⺠協働課
人権擁護委員等が、人権全般に関する相談に応じる。市役所庁舎前に「人権週間」ののぼり旗を設置する。また、市広報誌に「人権週間」、「インターネット上の人権」について記事を掲載することにより、周知と啓発を⾏う。

市広報紙12月号及び市ホームページによる人権週間の周知
生駒市



市町村 担当課 事業名 日時 場所 内容パネル展 12⽉3⽇(⼟)〜11⽇(⽇) 新庄文化会館展示室
街頭啓発 12月5日（月） 市内大型店舗前葛城市人権教育推進協議会研究大会開催 12月10日(土)13:00〜 新庄文化会館マルベリーホール男⼥共同参画集会 12月11日（日）13:30〜 榛原総合センター「人権週間」特設人権相談  12月6日（火）9:00〜15:00 宇陀市役所広報活動 12月 _山添村 総務課 人権週間事業 12月 小学校・中学校・高校啓発活動 12月中 公共施設人権相談 12月6日（火）9:30〜11:00 平群町役場 第２会議室巡回啓発 12⽉5⽇(⽉)〜9⽇（⾦） 町内特設人権相談 12月6日(火) 三郷町役場１階住⺠相談室懸垂幕の掲示 12⽉2⽇(⾦)〜12⽇(⽉) 町役場前のぼりの掲示 12⽉2⽇(⾦)〜12⽇(⽉) 町内（12箇所）広報誌等 12月 町内人権啓発ポスターの展示 12⽉2⽇(⾦)〜12⽇(⽉) 三郷町文化センター街頭啓発（斑鳩町人権問題啓発活動推進本部） 12月4日（日） 産業まつり会場（中央体育館） 産業まつり会場で来場者に啓発物品を配布啓発物品︓カイロ

公⽤⾞に看板を設置し、⼈権啓発のためのメッセージを流しながら町内を巡回する。人権擁護委員等による人権相談・町役場前に人権啓発のための懸垂幕を掲示し人権啓発を⾏う。

啓発物品の配布人権週間に合わせ、村内各学校へ花の球根などを配布し、花を育てることで、⽣命の⼤切さを知ってもらう。

小中学生による人権啓発ポスターを展示

人権擁護委員による人権相談

【演題】笑って考えよう︕    仕事のこと、家族のこと、未来のこと    〜男の家事が社会を救う︕〜【講師】東京大学大学院 総合文化研究科    教授 瀬地山 角 氏定例の⼈権相談とは別に、特設⼈権相談を開設。⼈権擁護委員が相談を受ける。宇陀市 人権推進課

平群町 総務防災課

人権擁護委員、葛城市啓発活動推進本部が市内各所において啓発物品を配布し、啓発を⾏う。

三郷町 住⺠福祉課

掲示内容 ・人権啓発ポスター（市内小中学生応募作品） ・人権スケッチ（田仲敦三さん） ・ユニセフ啓発パネルまた、パネル展会場において、啓発物品の配布を⾏う。
奈良県⼈権教育推進協議会の⼈権問題講演会の開催に協⼒し、市⼈権教育推進協議会研究⼤会を開催する。

葛城市 人権政策課

広報うだ及びホームページへの掲載、宇陀市のケーブルテレビ「うだCH」にて放送

・町内各所に人権啓発のためののぼりを掲示し人権啓発を⾏う。（12箇所）12月号「さんごう」に特集記事掲載



市町村 担当課 事業名 日時 場所 内容街頭啓発（人権擁護委員） 12月4日（日） 産業まつり会場（中央体育館）人権講演会 12⽉16⽇（⾦）13:30〜15:00 斑鳩町中央公⺠館大ホール人権相談 12月14日（水）13:00〜16:00 斑鳩町役場啓発活動（安堵町人権問題活動啓発推進本部） 12月 町内公共施設啓発活動（人権擁護委員） 12⽉3⽇(⼟)〜5日(月） 法隆寺駅人権相談 12⽉9⽇（⾦）13︓00〜15︓00 安堵町役場 会議室広報活動 12月 町内広報活動 随時 川⻄町内 等人権相談 12月22日（木）13:00〜16:00 川⻄町役場202会議室無料法律相談 12月7日（水）13:00〜16:00 川⻄町役場202会議室教育委員会 人・愛・ふれあいのつどい 12月3日(日)13:30〜15:30 川⻄⽂化会館コスモスホール三宅町 総務課 公共施設での人権啓発ポスターの展示 １２月中 町所有の施設街頭啓発 12月1日（木）下記①7:30より30分程度②7:00より30分程度 ①近鉄田原本駅②近鉄笠縫駅公⽤⾞による啓発 12⽉2⽇（⾦）13:00〜16:00 田原本町内人権週間周知ポスター掲示 12⽉〜 田原本町役場掲示板総務課 町内小・中学校児童生徒作成の人権ポスター展示 12⽉8⽇（⽊）〜12月15日（木） ⽥原本⻘垣⽣涯学習センター内人権啓発研修会 12⽉9⽇（⾦） 曽爾村振興センター
__

田原本町

人権擁護委員による人権相談
斑鳩町 住⺠課

啓発物品配布
人権擁護相談員等による人権相談

産業まつり会場で来場者に啓発物品を配布啓発物品︓カイロ講師︓性と⽣を考える会 中⽥ひとみさん演題︓「性と⽣を考える」内容︓家族観や幸せ観など、性の多様性や⼈権の視点で話を聞く

町職員により、広報⾞による巡回啓発総合窓口課

駅周辺で通勤・通学者へ啓発物品を配布

弁護⼠を招き、⼈権に関する法律相談窓⼝を設置する。（事前予約制）琉球國祭り太⿎ 奈良⽀部「命どぅ宝」エーサー演舞と寸劇
川⻄町 住⺠保険課

町所有の施設に人権啓発ポスターを展示することにより、町⺠含め全ての来庁者に啓発活動を実施。

広報誌への記載安堵町 総合政策課
町広報誌・ホームページ等の広報媒体等を利⽤して、趣旨を周知する。また、公共施設に懸垂幕を設置し、機運の高揚を図る。人権擁護委員による人権相談窓口を開設する。(事前予約制）

啓発動画鑑賞「同和問題〜未来へ、向けて〜」

啓発物品配布



市町村 担当課 事業名 日時 場所 内容啓発物品・啓発冊子の設置・配布 12⽉４⽇（⽇）〜10日（土） 村内各事業所広報活動 12月 村内特設人権相談所 12月12日(月）9:30〜12:00 御杖村山村開発センター広報活動 12月 村内⼈権を考える村⺠の集い 12⽉9⽇（⾦）19:00〜 御杖村山村開発センター街頭啓発 12月5日（月） 近鉄壺阪山駅前子ども人権「出前教室」 12月5日（月） 高取幼稚園・育成幼稚園特設人権相談所 12月14日（水） 高取町役場明日香村 住⺠課 近鉄飛鳥駅前街頭啓発 12月6日（火）7:30〜8:30 近鉄飛鳥駅前特設人権相談所の開設 12⽉9⽇（⾦）9:00〜12:00 上牧町役場会議室5広報活動 12月 町内啓発活動 12⽉5⽇（⽉）〜12日（月） 役場庁舎前スマホ人権教室 12月6日（火） 上牧第三小学校特設人権相談所 12⽉2⽇(⾦)13:00〜16:00 王寺町役場人権啓発ポスター・標語の展示 11⽉29⽇(⽕)〜12月11日(日) 王寺町やわらぎ会館懸垂幕による啓発 12⽉2⽇(⾦)〜11⽇(⽇) 王寺町役場庁舎前

啓発物品を配布しながら人権週間の周知を実施し、人権問題の啓発を促す。

人権擁護委員による特設人権相談所を開設する。
人権啓発ビデオ上映御杖村 総務課 村の広報紙および自治体放送において「人権週間」に関する啓発を⾏う。

上牧町⼈権擁護委員による⼈権問題全般の相談を⾏う。

⼈権擁護委員による住⺠を対象とした⼈権問題に関わる相談所を開設する。町内義務教育学校の生徒が制作した「人権啓発ポスター・標語」の展⽰を⾏う。庁舎正⾯⽞関側に懸垂幕の設置を⾏う。

上牧町 社会教育課 広報12月号に特集記事掲載役場庁舎前に「人権週間」ののぼり旗を設置する。①スマホ安全教室②人権擁護委員によるオンライン人権教室
住⺠課王寺町

⼈権擁護委員、町⻑、副町⻑、教育⻑、担当課⻑等が駅前で啓発物品を配布しながら街頭啓発を⾏う。幼児の時から「命の⼤切さ」や「相⼿への思いやり」等の⼈権尊重意識と豊かな情操を育むことを目的に開催する。⼈権擁護委員が特設⼈権相談所を開設し、住⺠の⼈権に関わる相談に応じる。高取町 福祉課

村内事業所（⼤和信⽤⾦庫、農協、郵便局等）に設置・配布⼈権週間について︓広報紙12⽉号記載曽爾村 教育委員会



市町村 担当課 事業名 日時 場所 内容特設人権相談 12月21日（水） 広陵町役場3階第一会議室街頭啓発 12月7日（水） 町内商業施設啓発活動 12月中 近鉄池部駅広報活動 12月 町内学校・企業への人権啓発活動 12月5日（月） 吉野町内小学校中学校企業特設人権相談所の開設 12月5日（月）13:00〜15:00 吉野中央公⺠館第１相談室人権・心配ごと相談 12月1日（木） 下市町交流センター（ごんたくんの家）人権週間広報活動 12月1日（木） 町内人権週間広報活動 12⽉初旬〜中旬 町内⼈権・⾏政特設相談所開設 12月5日（月） 役場１階会議室広報活動 12月 村内広報活動 人権週間期間前期間中 村内全域特設人権相談 12月5日（月） 天川村山村開発センター野迫川村 住⺠課 特設人権相談所 人権週間期間のうち1日を予定 野迫川村役場十津川村 住⺠課 ⼈権・⾏政合同相談会 12月６日（火） 十津川村役場第１会議室

⼈権擁護委員が中⼼となり、町⺠からのあらゆる相談に対応している。

⼈権擁護委員による住⺠を対象とした⼈権問題に関する相談所の開設。人権擁護委員による啓発物品配布

広報⾞により、⼈権週間等について広報活動を⾏う。ケーブルテレビ及び広報誌において、人権週間についての広報記事の掲載下市町 総務課

・吉野町「啓発本部」と吉野町人権擁護委員会共催で、町内各学校や企業等を訪問し⼈権啓発活動を⾏う。・啓発物品として町内小学校、中学校等より募集した人権標語を、標語ポスターと標語鉛筆にし配布する。人権擁護委員による特設人権相談所を開設する。吉野町 町⺠税務課人権G
町の広報誌12月号にて人権週間の周知。人権擁護委員、各種団体関係者、町職員で啓発物品を配布する。河合町 住⺠福祉課（⼼の交流センター）

広陵町 住⺠課

・⼈権擁護委員と⾏政相談員による⼈権・⾏政特設相談所を開設する。・⼈権問題や⾏政問題に悩みや困りごとがある⽅の相談を受ける。広報紙12月号において「人権週間」に関する記事を掲載⿊滝村 住⺠⽣活課
・広報てんかわ12⽉号（12/1発⾏）・自治体放送（ケーブルテレビ）・無線放送人権擁護委員による特設人権相談所の開設天川村 住⺠課
⼈権擁護委員、⾏政相談委員による相談所を開設人権擁護委員による人権相談所を開設予定（現時点での予定であり、状況によっては中止となる場合もあります。）



市町村 担当課 事業名 日時 場所 内容広報活動 12⽉4⽇（⽇）〜10日（土） 村内特設人権相談所 12月5日（月）午前中 下北⼭村役場啓発物品の配布 12月10日（土） 上北⼭村河合清流橋付近広報活動 人権週間期間中 全世帯ケーブルテレビによる周知・広報 人権週間期間中 村内全域特設人権相談 12月5日（月） 川上村役場人権パトロール 12⽉9⽇（⾦）9:00〜12:00 村内全域特設人権相談 12⽉9⽇（⾦）13︓00〜15︓00 村中央公⺠館広報活動 12月 村内全世帯

ケーブルテレビにて人権週間の啓発を文字放送で放映する

広報⾞で⼈権週間の啓発をしながら村内を巡回、幼小中学校、事業所を訪問し、人権啓発物品を配布し啓発を⾏う。人権擁護委員による特設人権相談所を開設広報「ひがしよしの」12月号への掲載ケーブルテレビ、⾏政放送による⼈権週間の周知東吉野村 住⺠福祉課
人権擁護委員による特設人権相談所を開設

人権擁護委員による人権相談所を開設する(開催場所は現時点で予定であり、変更の可能性あり）下北⼭村 住⺠課 毎年恒例の上北⼭村保育所、⼩中学校⾏事耐寒マラソン大会において、参加者・街頭応援者に啓発物品の配布タブレットにて⼈権週間の周知を⾏う上北⼭村 住⺠課
川上村 住⺠課 ケーブルテレビ「かわかみテレビ」にて人権週間を周知


