
法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

東京 12月8日(金) 13：30～17：10
ルネこだいら大ホール
（小平市）

第69回人権週間行事
講演と映画の集いin小平

東京 12月3日(日) 11：00～12：30
羽田空港国際線旅客ターミナル
ビル ４階 江戸舞台
（大田区）

人権週間行事
音楽とメッセージ ～手をつなごう～

横浜 12月8日(金) 17：00～20：00
逗子市文化プラザさざなみホー
ル

人権啓発・教育講演会
（横須賀支局）

さいたま 12月10日（日） 13：00～16：30
さいたま市中央区下落合５－４
－３
さいたま市産業文化センター

第６９回人権週間記念行事

さいたま 12月2日（土） 10：00～21：30
埼玉県羽生市川崎２－２８１－
３
イオンモール羽生　西コート

平成２９年度
ヒューマン　スクウェア

さいたま 12月10日（日） 14：00～15：30

埼玉県北葛飾郡杉戸町大字大島
４７７－８
杉戸町生涯学習センター（カル
スタすぎと）　多目的ホール

人権啓発講演会
奇跡の復帰“光のステージへ”
闘病・ひきこもりを乗り越えた先にあるもの

さいたま
12月1日（金）～
12月8日（金）

終日 越谷市本庁舎１階ロビー パネル展示

さいたま
12月11日（月）～
12月15日（金）

終日
草加市文化会館フリースペース
内

人権啓発パネル展

さいたま
12月4日（月）～
12月10日（日）

終日
吉川市市民交流センターおあし
す展示ギャラリー

人権啓発パネル展

さいたま
12月1日（金）～
12月10日（日）

終日
三郷市内商業施設「ららぽーと
新三郷」内展示スペース「らら
ほっと」

平和と人権のメッセージ展

さいたま
12月1日（金）～
12月7日（木）

終日 八潮駅前出張所 人権啓発パネル展

さいたま
12月5日（火）～
12月9日（土）

10：00～19：30 丸広百貨店入間店 パネル展

千葉 12月10日（日） 13：10～3時間程度 松戸市民劇場 人権講演と合唱のつどい

千葉 12月9日（土） 12：30～3時間程度 流山市文化会館 流山市人権フェスティバル

千葉 12月2日（土） 13：00～15：30 プリミエール酒々井 みんなで人権を考える集いｉｎしすい

千葉 12月10日（日） 13：30～15：30
四街道市南部総合福祉センター
「わろうべの里」

2017年人権週間講演会～5人に1人はＨＳＣ
（The Highly Sensitive Child）～

千葉 11月26日（日） 13：30～15：30 市川市文化会館 ヒューマンフェスタいちかわ２０１７

千葉 12月9日（土） 13：30～15：30 浦安音楽ホール ハートフルヒューマンフェスタうらやす

千葉 12月10日（日） 13：00～16：00 鎌ケ谷市東部学習センター ヒューマンフェスタかまがや２０１７

千葉 12月5日（火） 13：00～16：00 千葉市民会館
ちばハートフル・ヒューマンフェスタ２０１
７

千葉 12月10日（日） 13：30～16：30 大網白里アリーナ 大網白里市人権ミニフェスティバル

水戸 12月9日(土) 13:00～16:00 石岡市民会館ホール 平成２９年度人権週間記念フェスタ

第69回人権週間実施イベント一覧（実施済みのイベントを含む）
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法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

宇都宮 12月2日(土) 10：00～12：00
下野市グリムの森「グリムの
館」多目的ホール

平成２９年度全国中学生人権作文コンテスト
表彰式

宇都宮 12月2日(土) 13：00～16：00
下野市グリムの森「グリムの
館」多目的ホール

平成２９年度子どもの人権絵画コンテスト栃
木県大会表彰式

宇都宮
12月1日(金)～12

月3日(日)
10：00～16：00

下野市グリムの森「グリムの
館」展示ホール

平成２９年度子どもの人権絵画コンテストに
おける作品展示会

宇都宮 12月3日(日) 未定
鹿沼総合体育館
フォレストアリーナ

リンク栃木ブレックス試合会場における人権
啓発活動

静岡 11月23日（木） 13:00～15：00
エスパルスドリームプラザ
（静岡市清水区）

静岡人権週間フェスティバル

静岡 11月25日（土） 13:30～16：30 菊川文化会館アエル大ホール 菊川市人権講演会

静岡 11月25日（土） 14：00～15：30
袋井市総合センター
４階大会議室

袋井地域人権啓発活動ネットワーク協議会講
演会

静岡 12月4日（月） 13：00～16：00
伊東市健康福祉センター２階多
目的ホール

人権シンポジウム

静岡 12月6日（水） 13：20～15：00
島田市民総合施設プラザおおる
りホール

人権講演会

長野 12月10日(日) 10：00～12：00
ＪＲ長野駅コンコース，善光寺
口及び東口

人権週間啓発行事

新潟 11月26日（日） 13:30～15：00 新潟市民プラザ 講演会

新潟 12月3日（日） 11：00～14：45 イオンモール新潟南 人権を大切にする県民のつどい

大阪 12月10日（日） 13：30～16：30 中央区民センター
第６９回人権週間行事　中学生人権作文表彰
式－人権・文化のつどいー

京都 12月4日（月） 11：00～12：00
ＪＲ京都駅中央改札口前広場及
び塩小路烏丸交差点付近

「第６９回人権週間」街頭啓発

神戸 12月9日（土） 14：30～16：00 神戸クリスタルタワー
全国中学生人権作文表彰式及び人権週間記念
講演会

神戸 11月25日（土） 13:00～15:30
尼崎市教育・障害福祉センター
４階視聴覚室

平成２９年度「人権週間のつどい」

神戸 12月9日（土） 10:30～16:15 四季の森生涯学習センター 第１５回人権フェスタinささやま

神戸 12月10日（日） 12:30～15:50 丹波市立春日文化ホール 丹の里人権のつどい

神戸 12月5日(火) 13：30～16：30
姫路文化センター
大ホール

人権のつどい

神戸 12月10日（日） 13：30～14：15 加古川市民会館
全国中学生人権作文コンテスト兵庫県大会地
区予選表彰式（「明日をひらく人権のつど
い」の中で開催）

神戸 12月16日(土) 13：00～16：30
相生市文化会館扶桑電通なぎさ
ホール

西播磨人権のつどい

奈良 12月10日(日) 12：30～15：30 五條市市民会館 中学生人権作文表彰式と人権のつどいin五條

大津 12月16日(土) 12：30～15：30
大津市生涯学習センター
(滋賀県大津市本丸町６－５
０）

人権ふれあいのつどい
～中学生の語る想い～

和歌山 12月9日（土） 13：00～16：00
紀美野町文化センター
みさとホール

人権のつどい

2 / 8 ページ



法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

名古屋
12月15日(金)
12月16日(土)

15日14：30～16：45
16日10：00～16：47

なごや人権啓発センター
ソレイユプラザなごや

人権週間記念行事

名古屋 12月1日(金) 10：00～11：45
文化の家　森のホール
（長久手市）

人権講演会

名古屋 11月18日(土) 14：00～16：00 飛島村中央公民館ホール 講演会の開催

名古屋 11月26日(日) 13：30～16：00 あま市甚目寺公民館大ホール 講演会の開催

名古屋 11月29日(水) 13：30～15：00 津島市文化会館 講演会の開催

名古屋 12月3日(日) 13：30～15：30 阿久比町中央公民館 人権週間イベント

岐阜 12月9日(土) 11：00～12：00
マーサ２１
（岐阜市正木）

全国中学生人権作文コンテスト岐阜県大会表
彰式及び朗読会

岐阜
12月1日(金)

～12月9日(土)
全日 マーサ２１（岐阜市正木中） 人権作品展

岐阜
11月28日(火)

～12月11日(月)
全日

アクティブＧ　２階　Ｇスト
リート
（ＪＲ岐阜駅構内）

人権作品展

岐阜 12月3日(日) 10：30～11：30
イオンタウン大垣
（大垣市三塚町）

人権作品コンテスト表彰式及び朗読会

岐阜
12月2日(土)～12

月11日(月)
全日

イオンタウン大垣
（大垣市三塚町）

人権作品（書道・ポスター）展示

岐阜 12月9日(土) 13：30～15：30 池田町中央公民館 人権啓発講演会

福井 12月9日(土) 10：00～11：30 アオッサ
人KEN ハートフルフェスタ
 in Fukui

福井 12月2日(土) 10：30～12：30 丸岡体育館
スポーツ組織と連携した
サッカー教室

金沢 12月1日（金） 15：00～17：00 金沢市アートホール
中学生人権作文コンテスト表彰式及び人権朗
読コンサート

金沢 12月2日（土） 13：00～16：00 鶴来総合文化会館「クレイン」 人権啓発映画会

金沢 12月3日（日） 10：00～12：15
フォーラム七尾
多目的ホール（ﾊﾟﾄﾘｱ4階）

ともに歩もう市民のつどい

金沢
12月9日（土）～
12月24日（日）

図書館の開館時間 金沢市立玉川図書館 図書館での人権図書フェア

富山 12月10日（日） 12：45～16：00
富山市民球場アルペンスタジア
ム

子ども人権・野球教室

広島 12月10日(日) 10：00～16：30
広島駅南口地下広場，広島市総
合福祉センター

ヒューマンフェスタ2017広島

広島 12月10日(日) 13：00～16：00
安芸府中生涯学習センターくす
のきプラザ

ヒューマンフェスタ2017 in 府中町

広島 11月23日(木) 13：00～15：00
大崎上島町文化センター（ホー
ル神峰）

人権文化講演会

広島 12月9日(土) 13：00～15：00
三原リージョンプラザ文化ホー
ル

人権週間記念講演会

広島 12月2日(土) 13：30～15：00 大和人権文化センター 人権講演会
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広島 12月8日(金) 19：30～21：00 三原市人権文化センター 人権講演会

広島 12月5日(火) 13：30～15：30 本郷人権文化センター 人権講演会

山口 12月2日(土) 10：00～11：50 美祢市勤労青少年ホーム 一日人権擁護委員委嘱式等

山口 12月9日(土) 9：45～15：00 山口県健康づくりセンター 共生社会推進フェスタ2017

山口 12月9日(土) 13：15～14：30 防府市文化福祉会館 
全国中学生作文コンテスト防府地区大会表彰
式

山口 12月10日(日) 13：00～15：30 山口県教育会館 山口市人権ふれあいフェスティバル

山口 12月1日（金） 13：50～16：30 阿武町町民センター 阿武町「人権」を考える集い推進大会

山口 12月9日（土） 13：00～16：00 萩市民館 萩市人権の心をはぐくむ市民の集い

山口 12月5日（火） 16：00～16：30 柳井市役所１階ロビー
第３７回全国中学生人権作文コンテスト山口
県大会岩国地区優秀賞受賞者表彰及び作品朗
読会

山口 12月10日（日）
①12：30～
②14：30～
（2回上映）

柳井市文化福祉会館２階大会議
室

人権週間親子無料映画上映会

山口 12月9日(土) 13：00～16：00
菊川ふれあい会館（アブニー
ル）

下関市人権フェスティバル
（全国中学生作文コンテスト下関地区大会表
彰式）

山口 12月9日(土) 10：00～16：00 フジグラン宇部店 一日人権擁護委員委嘱式等

山口 12月9日(土) 13：30～15：40 山陽小野田市不二輸送機ホール
ヒューマンフェスタさんようおのだ～人権を
考える集い2017～

岡山 12月3日（日） 10:00～15:00
岡山ドーム（岡山市北区北長瀬
表町１－１－１）

人権フェスティバル岡山

岡山 12月3日（日） 10:30～12:00
まなび広場にいみ（新見市新見
３１０－３）

人権啓発講演会

岡山 12月9日（土） 13:30～15:30
さん太ホール（岡山市北区柳町
２－１－１）

ハートフルフェスタ２０１７岡山

岡山 12月10日（日） 13:30～15:30
くらしき健康福祉プラザ（倉敷
市笹沖１８０）

中学生人権作文発表会

岡山 12月10日（日） 13:30～15:30
笠岡市保健センター（笠岡市十
一番町１－３）

人権週間のつどい

岡山 12月10日（日） 13:30～15:30
ゆめトピア長船（瀬戸内市長船
町土師２７７－４）

人権啓発講演会

鳥取
11月23日（木・

祝）
10：00～16：00 米子市文化ホール 人権週間フォーラム

鳥取 11月25日（土） 13：00～16：00
北栄町大栄農村環境改善セン
ター

北栄町じんけんフェスティバル

鳥取 12月10日（日） 11：30～15：30 境港市文化ホール 境港市人権ふれあいフェスティバル

松江 12月2日（土） 未定
松江市総合体育会
松江市学園南一丁目21番1号

「島根スサノオマジック」ホームゲームにお
ける啓発活動

松江 12月10日（日） 11：00～14：30
サンレディー大田
大田市大田町大田口1329番地9

おやこ多文化ひろば
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法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

福岡 12月9日（土） 14：50～16：00
クローバープラザアリーナ棟２
階大ホール

「第37回全国中学生人権作文コンテスト福岡
県大会」表彰式・発表会

佐賀 12月9日（土） 11：00～16：00 唐津市相知交流センター ふれあい人権フェスタ２０１７

長崎 11月25日(土) 13：00～15:00
五島市福江総合福祉保健セン
ター

第１２回五島市人権フェスティバル

長崎 12月3日(日) 13：00～15：40 対馬市交流センター 人権を考える対馬マンス研修会

長崎 12月10日(日) 13：20～16：00 松浦市文化会館 松浦市人権講演会

長崎 12月10日(日) 13：30～16：05 石田農村環境改善センター 壱岐・IKIじんけんウィーク

大分 11月18日(土) 10:00～17:00
ガレリア竹町ドーム広場
（大分市中央町）

ヒューマンフェスタ２０１７おおいた

大分 12月1日(金) 11:30～12:30 ＪＲ大分駅南口 街頭啓発

大分 12月5日(火) 10:00～15:00

日田市役所
天瀬振興局
前津江振興局
中津江振興局
くすまちメルサンホール
九重町役場

特設人権なんでも相談所

大分 12月7日(木) 9:00～16:00 日田支局 特設人権なんでも相談所

大分 12月16日(土) 13:30～16:00 日田市文化センター
人権作文表彰式・「人権の花」
運動報告会

大分
12月1日(金)～
12月10日(日)

終日 豊後大野市役所庁舎 人権クリスマスツリー

大分 12月1日(金) 13:00～14:00 ゆめタウン中津店 街頭啓発

大分 12月1日(金) 13:00～14:00 イオン三光店 街頭啓発

大分 12月4日(月) 10:00～15:00 中津市役所本耶馬渓支所 特設人権相談所

大分 12月5日(火) 10:00～15:00 中津市役所三光支所 特設人権相談所

大分 12月6日(水) 10:00～15:00 中津市役所山国支所 特設人権相談所

大分 12月7日(木) 10:00～15:00 中津市役所本庁舎 特設人権相談所

大分 12月8日(金) 10:00～15:00 中津市役所耶馬溪支所 特設人権相談所

熊本 12月10日（日） 10：00～15：00
上益城郡嘉島町イオンモール

（大型商業施設）
かみましき人権フェスタ

熊本 12月16日（土） 13：00～15：30 熊本市立図書館ホール
ハートフルメッセージ２０１７
（全国中学生人権作文コンテスト熊本県大会
表彰式）

鹿児島 12月9日（土） 10：00～12：00
鹿児島市勤労者交流センター
８階多目的ホール

全国中学生人権作文コンテスト及び鹿児島県
小学生作文コンテスト表彰式及び朗読発表会

鹿児島 12月10日（日） 9：30～12：30 姶良市蒲生公民館 人権作文フォーラムイン・蒲生
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法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

宮崎 12月3日(日) 13：20～16：00 イオンモール宮崎１階 人権フェスティバル

宮崎
12月4日(月)～12
月10日（日）

イオンモール営業時
間内

イオンモール宮崎１階 人権作文及び人権ポスター作品展示

那覇 12月9日(土) 12：30～14：00 那覇第一地方合同庁舎
全国中学生人権作文コンテスト沖縄県大会表
彰式及び入賞作品朗読会

那覇 12月9日(土) 15：00～16：00 那覇市パレット久茂地前広場 一日人権擁護委員委嘱式

那覇 12月4日(月) 12：00～13：00 那覇市パレット久茂地前広場 人権週間街頭プロモーション

仙台 12月2日(土)

12：40～14：00（第
一部）
14：30～15：10（第
二部）

仙台市戦災復興記念館
記念ホール

全国中学生人権作文コンテスト宮城県大会表
彰式及び優秀作品発表会

仙台 12月4日(月)
11：00～11：45
13：00～17：00

せんだいメディアテーク
１階　スクエア

楽天球団と連携した移動人権教室（午前）
弁護士，人権擁護委員，法務局職員による合
同相談会（午後）

福島 12月9日（土） 14：00～15：30
郡山市ビッグアイ７階
（市民交流プラザ大会議室）

人権週間記念講演会

福島
12月2日（土）

～12月10日（日）
10：00～19：00

郡山市ビッグアイ６階
（市民ふれあいプラザ）

人権ギャラリー（パネル展）

盛岡 12月2日（土） 13：00～15：00
岩手県遠野市
あえりあ遠野　中ホール

ハートフルステージ
音楽で育む「人権」の集い

盛岡 12月4日（月） 14：00～16：00
岩手県下閉伊郡山田町
山田町中央公民館大ホール

人権のつどいinやまだ

盛岡 12月9日（土） 10：00～12：00
岩手県北上市
江釣子ショッピングセンターパ
ルジョイスタジオ

岩手・人権の集いin北上

盛岡 12月9日（土） 13：00～15：30
岩手県北上市
日本現代詩歌文学館講堂

人権講演会

秋田 12月2日（土） 11：00～12：00
秋田県鹿角市
いとく鹿角ショッピングセン
ター

一日人権擁護委員委嘱状交付式及び同委員に
よる啓発活動

秋田
12月1日（金）～
12月4日（月）

1日13：00～
4日13：00

秋田県大仙市
イオンショッピングセンター

人権「標語コンテスト」入賞作品展

青森 12月9日（土） 12：45～15：30 青森市アラスカ会館
第３７回全国中学生人権作文コンテスト青森
県大会

札幌
12月2日(土)
12月3日(日)

10:00～16:00
3日は15:00まで

ウイングベイ小樽５番街１階ハ
イタッチコート

特設人権相談所

札幌
12月2日(土)
12月3日(日)

10:00～16:00
ウイングベイ小樽５番街１階ハ
イタッチコート

小樽人権フェスティバル

札幌 12月5日(火) 14:30～16:20
サッポロファクトリー
アトリウム

全国中学生作文コンテスト
札幌地方大会表彰式

札幌 12月5日(火) 10:00～15:00 仁木町役場 特設人権相談所

札幌 12月6日(水) 9:30～12:30 札幌法務局室蘭支局 特設人権・困りごと相談

札幌 12月6日(水) 9:30～12:30 イオン登別店 特設人権・困りごと相談

札幌 12月6日(水) 14:25～15:15 洞爺湖町立洞爺中学校 デートＤＶ出前講座
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札幌 12月8日(金) 16:15～17：15
まちづくりセンター
みんくる（滝川市）

全国中学生作文コンテスト
滝川地区大会表彰式

札幌 12月8日(金) 10:15～10:30 登別市立登別小学校 「人権の花」運動感謝状贈呈式

札幌 12月8日(金) 10:35～11:20 登別市立登別小学校 思いやりの心を育てる人権教室

札幌 12月12日(火) 13:00～16:00 余市町中央公民館 特設人権相談所

札幌 12月16日(土) 9:00～16:30
札幌駅前地下歩行空間
集いの空間

特設人権相談所

函館 12月2日(土) 13：00～14：30 七飯町文化センター
第37回全国中学生人権作文コンテスト函館地
方大会表彰式

函館 12月2日(土) 13：00～14：30 七飯町文化センター
平成29年度小・中学生人権ポスターコンテス
ト表彰式

函館 12月3日(日) 9：00～10：30 函館市立赤川中学校体育館 人権スポーツ教室

釧路
12月4日(月)～
12月16日(土)

全日
釧路地方合同庁舎
１階ホール

展示会

高松 12月2日(土) 9：00～15：30 サンポート高松 じんけんフェスタ２０１７

徳島 12月3日（日） 10：00～12：00 ヨンデンプラザ徳島
第３７回全国中学生人権作文コンテスト徳島
県大会表彰式

徳島 12月17日（日） 10：00～16：00 板野町文化の館 ヒューマンフェスタとくしま２０１７

高知 12月10日（日） 9：30～15：30
高知市中央公園
（高知市帯屋町1-11）

第21回じんけんふれあいフェスタ

高知 12月1日（金） 14：30～16：00
総合あんしんセンター3階
大会議室
（高知市丸ノ内1-7-45）

人権週間記念講演会（高知市）

高知 12月6日（水） 13：30～15：00
土佐山学舎体育館
（高知市土佐山桑尾13）

人権週間地域講演会（高知市）

高知 11月23日（木） 9：00～15：00
香南市のいちふれあいセンター
(香南市野市町西野534-1)

香南市人権啓発フェスティバル

高知 11月23日（木） 13：00～15：00
香美市立中央公民館
（香美市土佐山田町宝町2-1-
27）

香美市じんけんフェスティバル

高知 12月6日（水） 14：00～16：45
須崎市立市民文化会館
（須崎市新町2-7-15）

第69回須崎市人権週間啓発事業

高知 12月2日（土） 9：00～11：10
宿毛市立宿毛文教センター
（宿毛市中央2-7-14）

人権フェスティバル記念事業講演会
（宿毛市）

高知 12月17日（日） 9：30～15：00
土佐清水市立中央公民館
（土佐清水市天神町11-15） 第18回土佐清水市じんけんフェスティバル

高知 11月25日（土） 9：00～12：00
佐川町立桜座
（高岡郡佐川町甲346番地1）

第34回佐川町人権フェスティバル

高知
11月30日（木）

～
12月5日（火）

10：00～17：00
（佐賀会場）
黒潮総合センター
（幡多郡黒潮町佐賀1080-1）

第69回人権週間in黒潮町
（第12回黒潮町人権作品展）

高知
12月9日（土）

～
12月13日（水）

10：00～17：00
（大方会場）
大方あかつき館
（幡多郡黒潮町入野6931-3）

第69回人権週間in黒潮町
（第12回黒潮町人権作品展）

高知 12月7日（木） 13：20～16：45
黒潮町立佐賀中学校体育館
（幡多郡黒潮町佐賀600）

第69回人権週間in黒潮町
（幡多地区人権フェスティバル）
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松山 12月4日（月） 9：00～21：00 松山地方法務局 １２時間電話相談

松山 12月9日（土） 14：00～14：40 松山市（銀天街，大街道） 人権週間街頭啓発

松山 12月9日（土） 10：00～12：00
宇和島市（道の駅　みなとオア
シス宇和島　きさいや広場）

人権コンテスト表彰式
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