
法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

東京 12月7日(金) 13:00～16:40 足立区役所庁舎ホール
第７０回人権週間行事
講演と映画の集いin足立

東京 12月2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

人権週間行事
音楽とメッセージ ～手をつなごう～

東京
12月8日(土)
～12月9日(日)

8日 11:00～17:00
9日 10:00～16:00

東京国際フォーラム ユニバーサル事業

横浜 11月23日(金) 12:00～15:00 川崎アゼリア かわさき人権フェア

横浜 11月25日(日) 13:00～16:00 横浜市西公会堂 人権啓発講演会

横浜 12月1日(土) 12:00～16:00 平塚市中央公民館大ホール
ハートフルフェスタ２０１８inひらつ
か

横浜 12月8日(土) 13:00～16:00 鎌倉芸術館 人権フェスタ２０１８ｉｎかまくら

埼玉 12月9日(日) 13:00～15:30 さいたま市産業文化センター 人権週間行事

千葉 12月1日(土) 13:30～16:00
神崎ふれあいプラザ
文化ホール

みんなで人権を考える集いin神崎

千葉 12月1日(土) 13:30～15:30
千葉県浦安音楽ホール４階
ハーモニーホール

ヒューマンフェスタうらやす

千葉 12月5日(水) 13:00～16:00
千葉市市民会館
大ホール

ちばハートフルヒューマンフェスタ２
０１８

千葉 12月8日(土) 13:30～16:00
きらり鎌ケ谷市民会館
きらりホール

ハートフルヒューマンフェスタ
かまがや２０１８

千葉 12月9日(日) 13:30～15:30 市川市文化会館小ホール ヒューマンフェスタいちかわ２０１８

千葉 12月9日(日) 13:00～15:30 白子町青少年センター 白子町人権ミニフェスティバル

千葉 12月9日(日) 11:00～16:15 松戸市民会館
第７０回人権週間記念事業「人権講演
と合唱のつどい」

水戸 12月8日(土) 13:00～16:00 笠間市立笠間公民館大ホール
平成３０年度人権週間記念フェスタ

宇都宮 12月8日(土) 9:30～17:0 グリムの森「グリムの館」

平成３０年度全国中学生人権作文コンテスト栃
木県大会表彰式
平成３０年度 子どもの人権絵画コンテスト栃
木県大会表彰式・作品展示会

宇都宮 12月8日(土) 13:00～ 栃木市文化会館大ホール 人権を考える市民の集い２０１８

宇都宮 12月8日(土) 12:30～16:00 足利市民プラザ ひとtoひとのフォーラム足利２０１８

宇都宮 12月8日(土) 13:00～16:00 芳賀町民会館ホール 平成３０年度芳賀町人権の集い

前橋 12月9日(日) 13：30～16：30 群馬会館 人権啓発フェスティバルinぐんま

静岡 11月17日(土) 12：45～16：00 エスパルスドリームプラザ 静岡人権週間フェスティバル

静岡 12月19日(水) 13：50～16：00
島田市民総合施設プラザ
おおるり

ふじのくに人権フェスティバル

第70回人権週間関連イベント一覧（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

静岡 12月15日(土) 13：30～15：00 掛川市文化会館シオーネ 人権講演会

静岡 12月1日(土) 13：30～16：00 クリエート浜松２階ホール 浜松人権フェスティバル2018

甲府 12月8日(土) 10:00～16:00 甲府駅ペデストリアンデッキ 世界人権宣言啓発書画パネルの展示

新潟 12月1日(土) 13:30～15:00 新潟市民プラザ 人権映画上映会

新潟 12月8日(土) 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 阿倍野区民センター
第７０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(火) 11：00～12：00
ＪＲ京都駅中央改札口前
広場他

「第７０回人権週間」街頭啓発活動

神戸 12月1日(土) 13:00～16:40 神戸地方法務局
中学生人権作文コンテスト神戸地区予
選表彰式及び中学生人権トーク

神戸 12月4日(火) 14:00～15:00 ＪＲ三ノ宮駅 街頭啓発

神戸 12月22日(土) 10:30～12:00 神戸文化ホール
中学生人権作文コンテスト兵庫県大会
表彰式

神戸 12月8日(土) 13:30～15:00 プラレにしのみや５階
にしのみや人権フォーラム～ふれあい
の広場～

神戸
12月4日(火)

～12月10日(月)
9:00～22:00

（最終日は9：00～16:00）
プラレにしのみや４階

にしのみや人権フォーラム～ふれあい
の広場～

神戸 12月6日(木) 14:00～15:30 阪神尼崎駅北側中央公園 「第７０回人権週間」街頭啓発

神戸 12月8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３０年度「人権週間のつどい」

神戸 12月1日(土) 10:30～16:15 四季の森生涯学習センター 第１６回人権フェスタｉｎささやま

神戸 12月9日(日) 12:30～15:50 春日文化ホール 丹の里人権のつどい

神戸 12月4日(火) 13:30～16:30
姫路市文化センター
大ホール

平成３０年度
姫路市第２回人権のつどい

神戸 12月1日(土) 13:30～14:10 高砂市文化会館
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（「人権フェス
ティバル」の中で開催）

神戸 12月8日(土) 13:00～16:00 上郡町生涯学習支援センター 西播磨人権のつどい

神戸 12月8日(土) 10:30～12:00 イオン洲本店 啓発資料による周知・広報

奈良 12月2日(日) 13:00～15:30 天理市文化センター 中学生人権作文表彰式と人権のつどいin天理

大津 12月1日(土) 13：00～ 大津市生涯学習センター 人権ふれあいのつどい

大津 12月5日(水) 19：30～ 栗東芸術文化会館さきら 講演会
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法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

大津 12月2日(日) 13：30～ 高島市ガリバーホール 講演会

大津 12月4日(火) 8：40～
甲賀支局，２市役所及び４民
間企業

人権週間巡回キャンペーン

大津 12月3日(月) 9：40～ ８民間企業 講演会

大津 12月4日(火) 14：00～ 豊郷町地域総合センター 講演会

大津 12月5日(水) 19：30開演 愛荘町立愛知川公民館 講演会

和歌山 12月9日(日) 13:00～16:00
ガーデンホテルハナヨ
ハナヨアリーナ

人権のつどい

名古屋
12月15日(土)
12月16日(日)

15日　14：30～16：51
16日　10：00～16：38

鯱城ホール
（伏見ライフプラザ５階）

平成３０年度人権週間記念行事

名古屋 1月24日(木) 13：30～16：45
鯱城ホール
（伏見ライフプラザ５階）

あいち人権啓発イベント
人権ユニバーサルイベントin名古屋

名古屋 12月8日(土) 10：30～12：00 ギャラリエアピタ（知立店）
人権広報大使及び高校生
一日人権擁護委員の委嘱状交付式

名古屋 12月9日(日) 13：20～15：00
碧南市芸術文化ホール
エメラルドホール

人権啓発講演会

名古屋 12月1日(土) 13：30～15：00 蒲郡市民会館 人権講演会及び落語会

津 12月2日(日) 12:30～15:30
津リージョンプラザお城ホー
ル

全国中学生人権作文コンテスト三重県
大会表彰式イベント

津 12月8日(土) 10:00～14:50 亀山市立亀山東小学校体育館 ヒューマンフェスタｉｎ亀山

津 12月8日(土) 9:30～17:00 四日市市文化会館 じんけんフェスタ２０１８

津 12月9日(日) 13:10～14:30
農業屋コミュニティ文化セン
ター

人権文化フェスティバル松阪

津 12月8日(土) 10:00～15:00
ＮＴＮシティホール（桑名市
民会館）

２０１８人権フェスタｉｎくわな

津 12月9日(日) 13:30～ 伊賀市文化会館 人権を考える市民の集い2018

岐阜 12月8日(土) 10:00～15:00 マーサ２１ 人権啓発フェスティバルinぎふ

福井 12月8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1日(土) 10:00～12:00 福井市体育館
スポーツ組織と連携した
サッカー教室

金沢 11月30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6日(木) 10:00～12:00 津幡町文化会館シグナス 人権啓発講演会

金沢 12月8日(土) 10:00～12:30 野々市市文化会館フォルテ 人権啓発映画会

金沢
12月8日(土)

～12月16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

3



法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

金沢 12月5日(水) 15:30～16:30 金沢地方法務局小松支局
全国中学生人権作文コンテスト小松協
議会表彰式

金沢 12月2日(日) 10:30～ フォーラム七尾
人権作文コンテスト七尾協議会表彰式
（七尾部会）

金沢 12月5日(水) 16:30～ 羽咋市役所
人権作文コンテスト七尾協議会表彰式
（羽咋南部会）

金沢 12月10日(月) 16:30～ 志賀町役場
人権作文コンテスト七尾協議会表彰式
（羽咋北部会）

金沢 12月10日(月) 9:00～ 中能登中学校
人権作文コンテスト七尾協議会表彰式
（中能登部会）

金沢 12月4日(火) 16:00～17:00 能登町役場
全国中学生人権作文コンテスト能登部
会表彰式

富山 12月9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9日(日) 10:00～16:00
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2018広島

広島 12月2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2018 in 府中町

広島 12月1日(土) 13:30～15:00 しまなみ交流館 人権講演会

広島 12月8日(土) 13:30～15:00 三原市リージョンプラザ 人権講演会

広島 12月8日(土) 13:30～15:30 世羅町せら文化センター 人権講演会

山口 12月8日(土) 9:45～15:10 山口県健康づくりセンター 共生社会推進フェスタ

山口 12月15日(土) 13:00～15:30 山口南総合センター 山口市人権フェスティバル

山口 11月10日(土) 13:30～16:00 ラポールゆや 長門市人権フェスティバル

山口 12月1日(土) 14:15～15:30 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8日(土) 12:30～15:30 萩市民館 萩市人権の心をはぐくむ市民の集い

山口 12月9日(日) 10:30～16:00 アクティブやない
人権週間映画上映会
第38回全国中学生人権作文コンテスト
岩国地区大会表彰式

山口 12月1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

山口 12月8日(土) 13:30～15:40 不二輸送機ホール ヒューマンフェスタさんようおのだ

岡山 12月2日(日) 10:00～15:00 岡山ドーム 第２３回人権フェスティバル岡山

岡山 12月8日(土) 13:30～15:30 さん太ホール ハートフルフェスタ２０１８おかやま

鳥取 12月8日(土) 13:00～16:10
鳥取県立倉吉未来中心
（小ホールほか）

人権週間フォーラム
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法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

鳥取 11月25日(日) 11:00～15:00 伯耆しあわせの郷 くらよし国際交流フェスティバル2018

鳥取 12月15日(土) 11:30～15:30
境港市文化ホール
（シンフォニーガーデン）

境港市人権ふれあいフェスティバル

松江 11月24日(土) 12：20～ 松江市総合体育館
「第３８回全国中学生人権作文コンテ
スト」島根県大会表彰式

福岡 12月8日(土) 14:50～16:00
クローバープラザ１階クロー
バーホール

第３８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4日(火) 14：00～16：30 伊万里市民センター ハートフルフォーラム2018in伊万里

佐賀 12月8日(土) 11：00～16：00 嬉野市社会文化会館リバティ ふれあい人権フェスタ２０１８

長崎 12月8日(土) 13：30～16：00 長崎原爆資料館ホール
第３８回全国中学生人権作文コンテス
ト長崎県大会表彰式及び朗読会

長崎 12月9日(日) 13：20～ 松浦市文化会館 松浦市人権講演会

長崎
12月14日(金)
～12月17日(月)

8：45～17：30 長崎市役所本館 「人権の花運動」成果物の展示

長崎
12月19日(水)
～12月24日(月)

10：00～19：30 長崎浜屋 「人権の花運動」成果物の展示

長崎
12月9日(日)

～12月18日(火)
10：00～17：00 諫早市立諫早図書館ロビー 「人権の花運動」成果物の展示

長崎
11月29日(木)
～12月4日(火)

10：00～18：30 佐世保玉屋 「人権の花運動」成果物の展示

長崎
12月4日(火)

～12月10日(月)
9：00～21：00 イオン壱岐店

人権書道展及び「人権の花運動」成果
物の展示

長崎 12月16日(日) 未定 壱岐の島ホール 一支国じんけんフェスティバル

長崎 11月24日(土) 13：00～ 五島市役所 五島市人権フェスティバル

長崎
11月23日(金)
～12月4日(火)

終日
福江港ターミナル
福江保健センター

中学生人権メッセージ色紙展

長崎
11月26日(月)
～12月14日(金)

終日
十八銀行富江出張所
五島市役所富江支所
富江郵便局

中学生人権メッセージ色紙展

長崎
12月4日(火)

～12月10日(月)
終日

玉之浦郵便局
遣唐使ふるさと館
五島市役所岐宿支所
奈留港ターミナル

中学生人権メッセージ色紙展

長崎 12月2日(日) 13：00～ 上対馬総合センター じんけんを考えるつどいin対馬

大分 12月8日(土) 10:00～16:00
佐伯市保健福祉総合センター
「和楽」

人権啓発フェスティバル
「ヒューマンフェスタ２０１８おおい
たinさいき」

熊本 12月2日(日) 10:00～16:00 イオンモール熊本
第１３回かみましき人権フェスタ２０
１８

熊本 12月2日(日) 13:00～15:40 熊本テルサ１階テルサホール
平成３０年度熊本県人権フェスティバ
ル

熊本 12月15日(土) 13:00～15:35
市民会館シアーズホーム夢
ホール

ハートフルメッセージ２０１８ ｉｎく
まもと

熊本
11月30日(金)
～12月3日(月)

9:30～17:00
（最終日は9:30～16:00）

桜の馬場城彩苑
多目的交流施設

ハッピースマイルアートギャラリー
（平成３０年度熊本市特別支援学級児
童生徒作品展）
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法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

熊本 12月2日(日) 10:00～12:00 山鹿市民交流センター 第１４回やまが人権フェスティバル

熊本 12月8日(土) 9:00～12:30 菊池市文化会館 第１３回菊池市人権フェスティバル

熊本 11月22日(金) 9:00～13:00 阿蘇体育館 ２０１８阿蘇市人権フェスティバル

鹿児島 12月8日(土) 10:00～13:00 鹿児島市勤労者交流センター
全国中学生人権作文コンテスト鹿児島
県大会及び鹿児島県小学生人権作文コ
ンテスト表彰式

鹿児島 12月9日(日) 9:30～12:30 隼人農村環境改善センター 人権作文フォーラム・イン・隼人

鹿児島 12月8日(土) 14:00～16:00 鹿屋市文化会館 じんけんフェスタ２０１８

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

宮崎
11月30日(金)
～12月7日(金)

イオンモール営業時間内 イオンモール宮崎 人権作文及び人権ポスター作品展示

仙台
12月4日(火)
～12月8日(土)

10:00～17:00
（最終日は10:00～16:00）

東北電力グリーンプラザ
アクアホール

パネル展及び合同相談所（12/8）

那覇 12月8日(土) 12:30～14:30 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

那覇 12月8日(土) 14:30～16:00
パレット久茂地前交差点イベ
ント広場

人権週間キャンペーンイベント

那覇 12月9日(日) 10:00～14:30
イオン南風原ショッピッング
センター

人権啓発カレンダーイラストパネル
展，ステージでのイラスト作成に係る
トｰクセッション，

那覇 12月6日(木) 13:00～15:00 国立療養所沖縄愛楽園
国立療養所沖縄愛楽園（ハンセン病施
設）との交流会

那覇 11月30日(金) 14:30～15:30 名護市立大宮中学校体育館
全国中学生人権作文コンテスト沖縄県
大会（名護地区）表彰式

仙台 12月4日(火) 13:30～15:30 イズミティ21 児童虐待対応講演会

仙台 12月9日(日) 15:00～16:20
仙台市福祉プラザ2階ふれあい
ホール

障害者スポーツに関するシンポジウム

仙台 11月30日(金) 13:30～15:30 松島町立松島中学校
視覚障がい者の理解促進に関する講演
及び演奏会

仙台
12月4日(火)

～12月10日(月)
4日13:00

～10日12:00
南三陸町役場 人権イラスト・ポスター展

福島 11月27日(火) 13:30～15:00 相馬市立中村第一中学校
第38回人権作文コンテスト福島県大会
表彰式

福島 12月9日(日) 13:30～15:00
郡山市ビッグアイ７階
（市民交流プラザ大会議室）

人権週間記念事業

福島
12月1日(土)

～12月11日(火)
10:00～19:00

郡山市ビッグアイ６階
（市民ふれあいプラザ）

人権週間記念事業

山形 12月9日(日) 13:30～15:00
山形国際交流プラザ「ビッグ
ウイング」
２階大会議室

第38回全国中学生人権作文コンテスト
山形県大会表彰式・入賞作品発表会

盛岡 12月8日(土) 13:00～16:00 岩手県花巻市「なはんプラザ」
人権トークライブ
「性同一性障害を乗り越えて」
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法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

秋田 12月1日(土) 13:00～14:00 秋田駅東西連絡自由通路
「一日人権擁護委員」委嘱状交付式及
び人権週間周知の街頭啓発

青森 12月8日(土) 12：45～15：30 アラスカ会館（青森市）
第３８回全国中学生人権作文コンテス
ト青森県大会表彰式・発表会

札幌 11月24日(土) 13:30～15:00 登別市民会館大ホール 登別市人権啓発講演会

札幌
12月1日(土)
～12月2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4日(火) 9:00～17:00 後志総合振興局 人権相談所開設等事業

札幌 12月4日(火) 16:15～
滝川市まちづくりセンター
（みんくる）

全国中学生人権作文コンテスト
滝川地区大会表彰式

札幌 12月7日(金) 14:30～16:20
サッポロファクトリー
アトリウム

全国中学生人権作文コンテスト
札幌地方大会表彰式

札幌 12月15日(土) 9:00～13:00
サッポロ・イーワンスタジア
ム

じんけん＆サッカー教室

函館 12月1日(土) 13:00～15:00 七飯町大中山コモン
第38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1日(土) 13:00～15:00 七飯町大中山コモン
平成30年度小・中学生人権ポスターコ
ンテスト表彰式

函館 12月2日(日) 9:00～10:45 函館市立桔梗中学校体育館 人権スポーツ教室

旭川
12月4日(火)

～12月10日(月)
8:30～17:15

旭川地方合同庁舎１階アトリ
ウムロビー

世界人権宣言７０周年の周知及び人権
啓発パネル展

旭川 12月8日(土) 13:20～16:00 雪の美術館
人権作文コンテスト表彰式，世界人権
宣言７０周年の周知及び人権啓発

旭川 12月5日(水) 13:00～14:30
名寄市
フロンティアハウスふうれん

名寄市風連地区人権擁護委員による人
権週間に合わせて行う人権教室

旭川
12月4日(火)

～12月10日(月)
終日 紋別市民会館ロビー 人権イメージキャラクターぬりえ展示

旭川
12月10日(月)
～12月16日(日)

終日 雄武町町民センター 人権イメージキャラクターぬりえ展示

旭川
12月4日(火)

～12月10日(月)
終日 興部町中央公民館ロビー 人権イメージキャラクターぬりえ展示

旭川
12月4日(火)
～12月8日(土)

終日 滝上町文化センターロビー 人権イメージキャラクターぬりえ展示

旭川
12月4日(火)

～12月10日(月)
終日 西興部村公民館ロビー 人権イメージキャラクターぬりえ展示

釧路
12月4日(火)～12月10

日(月)
8：30～17：15

釧路地方合同庁舎
１階ホール

展示会

高松 12月8日(土) 10:00～16:00 サンポート高松 じんけんフェスタ２０１８

徳島 12月8日(土) 10:00～12:00
シビックセンター
さくらホール

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9日(日) 9:30～15:00 徳島県立障がい者交流プラザ
障がい者の集い県民大会・視聴覚障が
い者支援センター福祉機器展における
啓発活動及び人権相談

徳島 12月9日(日) 14:00～15:00 ゆめタウン徳島
世界人権宣言７０周年記念人権パレー
ド＆演奏会
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法務局名 月　　日 時　　間 場　　　所 備　　　考

徳島 12月10日(月) 14:00～15:30
阿波市役所吉野支所から一
条・柿原両小学校間の道路

世界人権宣言７０周年記念の小中学生
による人権パレード

徳島 12月9日(日) 9：30～15：30 高知市中央公園 第22回じんけんふれあいフェスタ

徳島 11月23日(金) 9:00～14：30
香南市のいちふれあいセン
ター

香南市人権啓発フェスティバル

徳島 11月25日(日) 13：00～15：00 香美市立中央公民館 香美市じんけんフェスティバル

徳島 12月5日(水)
14：00～16：30

須崎市立市民文化会館
須崎市人権週間啓発事業

徳島 12月1日(土) 10：00～11：30
JA高知はた農協会館→中村駅
→JA高知はた農協会館

四万十市人権フェスティバル

徳島 12月8日(土) 9:00～12：00 宿毛市立宿毛文教センター
宿毛市人権フェスティバル記念事業講
演会

徳島 12月16日(日)
9：30～15：00 土佐清水市民文化会館 第19回土佐清水市じんけんフェスティ

バル

徳島 11月25日(土) 9:00～12：00 佐川町立桜座 第35回佐川町人権フェスティバル

徳島
12月1日(土)～
12月6日(木) 10：00～17：00 黒潮町役場総合センター

第70回人権週間in黒潮町

徳島 12月8日(土)～
12月14(金)

10：00～17：00 黒潮町役場本庁
第70回人権週間in黒潮町

松山 12月8日(土) 11:30～16:35
松前町総合文化センター広域
学習ホール，松前公園体育館

世界人権宣言７０周年・人権擁護委員
制度７０周年記念事業

松山 12月8日(土) 13:30～16:00 砥部町文化会館 人権の町づくり集会

松山 12月8日(土) 9:15～16:30 久万高原町産業文化会館
久万高原町「人権啓発フェスティバ
ル」

松山 12月9日(日) 13:30～15:30分 東温市中央公民館 東温市「人権を語る集い」

松山 12月9日(日) 13:30～15:00 西条市総合文化会館 差別をなくする市民の集い

松山 12月16日(日) 10:00～12:00
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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