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番号 局名 イベント・取組名 開催日時・期間 開催場所 イベント・取組 概要 問合せ先

01 東京法務局 東京メトロ全線駅構内ポスター掲示 12月5日（月）～12月11日（土） 東京メトロの駅全て 駅構内において、人権週間ポスターを掲示
東京法務局人権擁護部第三課
電話：03－5363－3065

02 東京法務局
駅デジタルサイネージにおける人権相談
電話番号等案内

12月5日（月）～
令和5年1月1日（日）

ＪＲ吉祥寺駅
駅構内デジタルサイネージにおいて、人権相
談の案内動画を放映

東京法務局人権擁護部第三課
電話：03－5363－3065

03 横浜地方法務局
かながわハートフルフェスタ
2022 in おだわら

12月10日(土)13:00～16:00 小田原三の丸ホール大ホール
はあちゅう氏（ブロガー・作家）による講演
会、パネル展示、人権作文コンテスト県大会
表彰式他

神奈川県福祉子どもみらい局共
生推進本部室
電話：045-210-3637

04 横浜地方法務局 ラジオ放送による啓発広報活動 12月4日（日）～12月10日（土） FMヨコハマ
神奈川県が人権啓発に関するメッセージＣＭ
を放送

神奈川県福祉子どもみらい局共
生推進本部室
電話：045-210-3637

05 横浜地方法務局 ラジオ放送による啓発広報活動
12月１日（木）～12月9日（金）
のいずれか　9時10分～（予定）

FMおだわら（小田原市役所内）
人権擁護委員がFMおだわらの放送に出演
し、人権擁護委員活動のPRを行う

小田原市人権・男女共同参画課
電話：0465-33-1300(代)

06 横浜地方法務局 人権メッセージパネル展 11月30日（水）～12月8日（木） 小田原市役所2階市民ロビー
パネル展示（特定失踪者に係るパネル展示
も含む）、啓発物品配布

小田原市人権・男女共同参画課
電話：0465-33-1300(代)

07 さいたま地方法務局 人権週間啓発活動 12月7日（水） ウエスタ川越ほか 特設人権相談、街頭啓発活動
さいたま地方法務局川越支局
電話：049－243－3824

08 千葉地方法務局 ちばハートフル・ヒューマンフェスタ2022 11月15日(火)～12月15日(木)
WEB上の特設サイトで実施
（https://chiba-heartful2022.jp/）
※申込不要・参加無料

特別講演（講師：北澤豪氏）、ハートフルコン
サート・千葉ロッテマリーンズによる人権啓発
メッセージ、こどもの人権ポスター原画コンテ
スト入賞作品、人権啓発パネル展

千葉地方法務局人権擁護課
電話：043－302－1319

09 千葉地方法務局
第74回人権週間記念事業人権啓発ネット
ワーク事業人権講演会

12月2日（金）～1月20日（金） オンライン 講演（講師：ドリアン助川氏）
松戸市行政経営課
電話：047-366-7311

10 千葉地方法務局 流山市人権フェスティバル2022 12月3日（土）14:00～16:30 流山文化会館
映画「めぐみの誓い」上映、講演（講師：同映
画監督野伏翔氏）

流山市秘書広報課
電話：04-7150-6063

11 千葉地方法務局 人権週間啓発活動 12月3日(土)～10日(日)
柏市、我孫子市及び野田市内各
所

バスラッピング及びバス車内ポスター掲示、
懸垂幕掲示、のぼり旗掲出

千葉地方法務局柏支局
電話：04-7167-3309

12 千葉地方法務局 ヒューマンフェスタin木更津 11月14日（月）～12月16日（金）
木更津市公式YouTubeチャンネル
「木更津プロモチャンネル」による
配信

木更津市出身シンガーソングライター松本佳
奈氏による講演

木更津市市民活動支援課
電話：0438-23-7491

13 千葉地方法務局 人権週間キャンペーン
12月3日(土)
12月4日(日)

イオンモール銚子
人権啓発コーナーの設置
啓発物品の配布

銚子市役所秘書広報課
電話：0479-24-8823

14 千葉地方法務局 人権週間啓発活動 9月13日（火）～12月16日（金） 市内公共施設・小学校
人権啓発コーナーの設置
啓発物品の配布

旭市役所市民生活課
電話：0479-62-5396

15 千葉地方法務局 人権原画･ポスターの掲示 12月5日(月)～12月9日(金) 船橋市役所庁舎1階ロビー
令和4年度人権原画･ポスターコンテスト応募
作品の掲示
人権擁護委員による啓発活動

千葉地方法務局船橋支局
電話047－431－3681

16 千葉地方法務局 人権原画･ポスターの掲示 12月5日(月)～12月9日(金) 八千代市役所1階エレベータ脇
令和4年度人権原画･ポスターコンテスト応募
作品の掲示

千葉地方法務局船橋支局
電話047－431－3681

17 千葉地方法務局 一日人権擁護委員委嘱
12月5日(月)～
12月9日(金)うち1日

船橋市立海神南小学校
船橋市立三山東小学校
八千代市立八千代台西小学校

児童を1日人権擁護委員に委嘱し、啓発活動
を実施

千葉地方法務局船橋支局
電話047－431－3681

18 千葉地方法務局
地域コミュニティＦＭ放送による
人権週間の周知

12月6日(火)
12:00頃

八千代市内
コミュニティFMラジオ「FMふくろう」の八千代
市生活情報番組「バラ色ランチ」内で人権週
間について紹介

千葉地方法務局船橋支局
電話047－431－3681

19 千葉地方法務局 街頭啓発活動 12月4日(日) 八千代市内

第23回ニューリバーロードレースのメイン会
場に人権擁護委員を派遣し、人権週間ポス
ター掲示、啓発グッズの配布等、啓発活動を
実施

千葉地方法務局船橋支局
電話047－431－3681

20 千葉地方法務局
ヒューマンフェスタいちかわ2022人権と平
和の集い

12月4日(日)13:30～16:00 市川市文化会館小ホール

・平和講演　・平和ミニコンサート
・作文朗読
・人権講演「講師：パトリック・ハーラン氏
（パックン・マックンのパックン）」

市川市多様性社会推進課
電話：047-322-6700

21 千葉地方法務局 子どもの人権ポスター展
12月6日（火）13：00～
12月9日(金）17：00

生涯学習センター（メディアパーク
市川）1F水の広場前

こどもの人権ポスター掲示
市川市多様性社会推進課
電話：047-322-6700

22 千葉地方法務局
ハートフル・ヒューマンフェスタかまがや
2022

12月10日(土)
13:30～16:00

きらりホール
・人権作文朗読
・講演会

鎌ケ谷市男女共同参画室
電話：047-445-1277

23 千葉地方法務局 人権ポスター展示 12月2日(金）～12月12日（月） 市庁舎一階市民ホール 小中学生のポスター展示
鎌ケ谷市男女共同参画室
電話：047-445-1277

24 千葉地方法務局 ヒューマンフェスタうらやす 12月3日（土）13:30～16:00 文化会館小ホール
･人権標語表彰　・人権作文朗読
・映画上映

浦安市企画部多様性社会推進課
電話：047-712-6803
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25 千葉地方法務局 人権に関する展示
12月4日(日)～11日(日)
10日(土)を除く
8:30～17:00

浦安市役所1階市民ホール
こどもの人権ポスター・人権標語コンテストの
入賞作品・中学生人権作文コンテスト入賞作
品の展示

浦安市企画部多様性社会推進課
電話：047-712-6803

26 水戸地方法務局 人権週間記念フェスタ 12月3日(土)13:00～ 小美玉市四季文化館みの～れ

人権作文、人権メッセージ及び人権ポスター
の表彰式
人権作文、人権メッセージの朗読
人権講演会（動画配信あり）

水戸地方法務局人権擁護課
電話：029-227-9919

27 水戸地方法務局 人権週間特設ブースの開設 12月上旬から12月中旬 水戸法務総合庁舎内玄関入口

Jリーグ水戸ホーリーホック選手による直筆
人権メッセージパネルの展示
人権啓発動画を庁舎内入口に設置されてい
る情報表示設備に放映

水戸地方法務局人権擁護課
電話：029-227-9919

28 宇都宮地方法務局 人権絵画コンテスト入賞作品展示会
12月1日(木)～4日（日）
10:00～20:00（ただし、最終日は17:00ま
で）

福田屋ショッピングプラザ宇都宮
店２階

絵画展示（ウォークバルーン使用予定）
宇都宮地方法務局人権擁護課
電話：028-623-0925

29 宇都宮地方法務局 人権を考える市民の集い2022 12月3日(土)13:10～15:30
とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木
市文化会館）

講演会（講師：副島淳）、パネル展示、とち介
じんけん大使委嘱状伝達式、中学生による
人権作文朗読（ウォークバルーン使用予定）

栃木市人権・男女共同参画課
電話：0282-21-2161

30 宇都宮地方法務局 ひとtoひとのフォ－ラム足利 12月3日(土)11:30～16:30
あしかがフラワーパークプラザ
(旧足利市民プラザ）

表彰式（人権ポスタ－、書道、作文）及び作
品の展示会
特設相談
映画上映会「誰も知らない」
（ウォークバルーン使用予定）

足利市行政経営部人権・男女共
同参画課
電話：0284－73－8080

31 宇都宮地方法務局 人権書道展、ポスタ－展
12月8日(木)9:00～
12月11日（日）17:15

佐野市役所
市民活動スペース

人権書道及び人権啓発ポスターを展示し、
広く市民に見てもらう

佐野市市民生活部人権・男女共
同参画課
電話：0823－61－1140

32 前橋地方法務局
ヒューマンライツ・ムービーフェスタinぐん
ま

12月10日(土)

オンライン
申込みは特設サイト
（https://www.hrmf-gunma.com/）
からお願いします。

①群馬県出身の映画監督である飯塚花笑監
督の作品「僕らの未来」、「フタリノセカイ」の
上映
②飯塚監督のトークインタビュー
③関係者のトークセッション

企画に関すること
　群馬県生活こども課
　電話：027-226-2906
作品や申込みに関すること
　たかさきコミュニティシネマ
　電話：027-325-1744

33 前橋地方法務局 人権フェスティバルinとみおか 12月10日（土）13：00～ 富岡市生涯学習センター
特別講演（講師：入江杏氏）
人権作文・ポスターコンテスト表彰式
ポスター展示（12月6日～13日）

前橋地方法務局富岡支局
電話：0274-62-0404

34 静岡地方法務局 静岡人権週間フェスティバル 12月10日（土）14：00～15：00 清水エスパルスドリームプラザ
清水エスパルスの選手又はOBへの一日人
権擁護委員の委嘱、トークショウ

静岡市男女共同参画・人権政策
課
電話番号　054－221－1349
静岡地方法務局人権擁護課
電話番号　054－254－3555（代）

35 静岡地方法務局 ふじのくに人権フェスティバル 12月13日（火）13：30～15：40 三島市民文化会館大ホール

「全国中学生人権作文コンテスト静岡県大
会」最優秀賞受賞者表彰，後援団体等特別
賞受賞者表彰，最優秀賞受賞者作文朗読
講演会
講師：岩﨑順子氏（いのちの講演家）
テーマ：いのちのメッセージ～生かされている
都気づいた日～

静岡県 健康福祉部 福祉長寿局
地域福祉課 人権同和対策室
電話番号：054－221－2364

36 静岡地方法務局
小学生人権書道･ポスターコンテスト優秀
作品展示

11月30日（水）10:00～
12月4日（日）15:00

クリエート浜松　ギャラリー32
小学生人権書道･ポスターコンテスト優秀作
品展示

静岡地方法務局　浜松支局総務
課　電話053-454-1396

37 静岡地方法務局 浜松人権フェスティバル2022 12月3日(土)13:30～16:15 クリエート浜松　2階ホール

特別講演（講師：當間ローズ氏）、小学生人
権書道･ポスターコンテスト、中学生人権作
文コンテストの表彰式、中学生による作文の
朗読

静岡地方法務局　浜松支局総務
課　電話053-454-1396

38 甲府地方法務局 人権啓発パネル展 12月5日(月)～12月16日(金) 甲府合同庁舎エントランス
人権啓発パネル及びJ2リーグｳﾞｧﾝﾌｫｰﾚ甲
府選手の人権ﾒｯｾｰｼﾞの展示

甲府地方法務局人権擁護課
電話：055-252-7239

39 甲府地方法務局
第41回全国中学生人権作文コンテスト山
梨県大会表彰式

12月4日（日）13:30～ 甲州市民文化会館 入賞作品の表彰及び朗読会
甲府地方法務局人権擁護課
電話：055-252-7239

40 長野地方法務局
ミニフェス
「人権を尊重し豊かな福祉の心を育む町
民集会」

12月3日(土)13:00～15:00 坂城町文化ｾﾝﾀｰ 講演会・ﾐﾆﾗｲﾌﾞ

坂城町企画政策課
電話：0268-82-3111
上田人権擁護委員協議会
電話：0268-23-2001

41 長野地方法務局 塩尻市豊かな心を育む市民の集い 12月3日(土)13:30～16:00 塩尻総合文化センター
中学生人権作文コンテスト表彰
人権擁護委員の活動報告
講演会

長野地方法務局松本支局
電話：0263-32-2571

42 長野地方法務局
安曇野市戦没者追悼式並びに平和と人
権のつどい

12月3日(土)13:00～15:50  豊科公民館ホール

小学生人権の花運動・中学生人権作文コン
テスト表彰
人権擁護委員の活動報告
講演会

長野地方法務局松本支局
電話：0263-32-2571

43 長野地方法務局 「人権の花」ポスター展
12月3日(土)9:00～
12月8日（木）22:00

イオンモール佐久平 「人権の花」ポスターパネル展示
長野地方法務局佐久支局
電話：0267-67-2272

44 長野地方法務局
中学生人権作文コンテスト長野県大会佐
久地区表彰式

12月3日(土)13:30～15:00 佐久市創錬センター 中学生人権作文コンテスト表彰式
長野地方法務局佐久支局
電話：0267-67-2272

45 長野地方法務局

ミニフェス
令和4年度「全国中学生人権作文ｺﾝﾃｽﾄ
上田大会」表彰式／「人権の花運動」感
謝状贈呈式

12月4日(日)14:00～16:00 上田市中央公民館 表彰状、感謝状贈呈・作文、感想文朗読
長野地方法務局上田支局
電話：0268-23-2001
上田人権擁護委員協議会

46 長野地方法務局 安曇野から考える人権展
12月6日（火）～23日（金）
9:00～17:00
(※月曜日定休)

貞享義民記念館
複合的パネル展示（男女共同参画、ユニ
バーサルデザイン、多文化交流等）

長野地方法務局松本支局
電話：0263-32-2571

2 ページ



別添２

番号 局名 イベント・取組名 開催日時・期間 開催場所 イベント・取組 概要 問合せ先

47 長野地方法務局 長野県人権フェスティバル 12月10日（土）13:00～16:00 上田市創造館
特別講演、パネル展示、中学生人権作文コ
ンテスト長野県大会表彰式

長野県人権・男女共同参画課
電話：026-235-7106
長野地方法務局人権擁護課
電話：026-235-6634

48 長野地方法務局
ミニフェス
「人権尊重の町づくり市民の集い」

12月10日(土)13:30～16:00 東御市中央公民館 講演会・パネル展示・啓発物品配布

東御市人権同和政策課
電話：0268-64-5902
上田人権擁護委員協議会
電話：0268-23-2001

49 新潟地方法務局 人権パネル展
12月1日（木）8:30～
12月12日（月）15:00

NEXT21ビル・1階アトリウム（新潟
市中央区西堀通6番町）

各種人権問題に関するパネル展示、人権擁
護委員の活動に関するパネル展示

新潟地方法務局人権擁護課
電話：025－222－1563

50 新潟地方法務局
令和4年度全国中学生人権作文コンテス
ト新潟県大会表彰式

12月10日（土）11:00～12:00
NEXT21ビル・6階新潟市民プラザ
（新潟市中央区西堀通6番町）

左記大会の表彰式
新潟地方法務局人権擁護課
電話：025－222－1563

51 新潟地方法務局 人権講演会 12月10日（土）13:30～14:40
NEXT21ビル・6階新潟市民プラザ
（新潟市中央区西堀通6番町）

～多様性社会の実現～アフリカ少年が日本
で育った結果　講師：星野ルネ氏

新潟地方法務局人権擁護課
電話：025－222－1563

52 大阪法務局

第69回中学生人権作文コンテスト表彰式
子ども×人権　「テレビのニュース」を通し
て考える～多様性を認めあう、より良い社
会の実現を考える～

12月18日(日)13:30～16:15
関西テレビ放送（なんでもアリー
ナ）

第69回中学生人権作文コンテスト入賞作品
の表彰、最優秀作品の朗読及び人権啓発イ
ベントの実施

大阪法務局人権擁護部第三課
電話：06-6942-9492

53 京都地方法務局 「第74回人権週間」交通広告 12月5日(月)～11日(日)
京阪電車「祇園四条駅」及び「出
町柳駅」のデジタルサイネージ

「第74回人権週間」ポスターを掲出
京都地方法務局人権擁護課
電話：075-231-0325

54 京都地方法務局
「第74回人権週間」無料特設人権相談所
（法律・人権・困りごと）

12月7日(水)
受付時間　10:15～14:45
相談時間　10:30～15:15

髙島屋京都店屋上中央エレベー
タ横特設会場

人権擁護委員及び弁護士による人権相談を
実施

京都地方法務局人権擁護課
電話：075-231-0325

55 京都地方法務局 人権週間パネル展示
12月5日(月)～12月9日（金）
8:30～17:15

宇治市役所1階ロビー
小中学生による人権擁護啓発ポス
ター・人権啓発パネルの展示

宇治市人権啓発課
電話：0774-20-8725

56 京都地方法務局 じんけんビデオ上映会 12月7日(水)10:00～12:00 宇治市役所8階大会議室
宇治市で購入した人権啓発ビデオ・DVDの上
映

宇治市人権啓発課
電話：0774-20-8725

57 京都地方法務局 2022 ひゅうまんフェスタうじ 12月18日(日)10:00～16:00
宇治市生涯学習センター
宇治市産業会館前駐車場

映画上映
人権啓発パネルの展示
福祉施設による模擬店と体験教室　等

宇治市人権啓発課
電話：0774-20-8725

58 京都地方法務局 特設人権相談 12月5日（月）13:00～16:00 八幡人権・交流センター 特設相談所の開設
八幡人権・交流センター
電話：075－981－3127

59 京都地方法務局 ハートフルフェスタ
11月29日（火）10:00～
12月4日(日)17:00

京田辺市立中央図書館
ギャラリー「かんなび」

人権に関するこどもの作品展
京田辺市社会教育課
電話：0774-64-1394

60 京都地方法務局 ヒューマン映画上映会withトーク＆ライブ 12月10日(土)13:00～15:30
京田辺市立中央公民館　大ホー
ル

トーク＆ライブ（鮎川めぐみ × ミュージックア
ンサンブルVIVO）
映画上映（「梅切らぬバカ」）

京田辺市人権啓発推進課
電話：0774-64-1305

61 京都地方法務局 特設人権相談 12月6日（火）10:00～15:00 久御山町役場 特設相談所の開設
久御山町民生部住民課
電話：075-631-6114

62 京都地方法務局 人権のつどい 12月6日（火）13：30～ 自休村管理センターホール 講演会（講師：星野ルネ氏）
井手町役場　社会教育課
電話：0774-82-5700

63 京都地方法務局
木津川市人権文化のつどい
・キラリさわやかフェスタ

12月11日(日)12:00～15:30 木津川市加茂文化センター
人権啓発ポスターコンクール表彰式、
講演（講師：小島慶子氏）パネル展示、販
売、体験

木津川市人権啓発協議会事務局
（木津川市加茂人権センター）
電話：0774-76-3680

64 京都地方法務局 令和4年度　南丹市人権フォーラム 12月3日(土)13:30～15:20
園部文化会館　アスエルそのべ
大ホール

講演（講師：藪本雅子氏）
南丹市人権政策課
電話：0771-68-0015

65 京都地方法務局 「第74回人権週間」無料特設人権相談所 12月5日(月)13:30～16:00 峰山総合福祉センター 人権擁護委員による人権相談を実施
京都地方法務局京丹後支局
電話：0772-62-0365

66 京都地方法務局 人権のつどい2022 12月10日（土）13:00～16:00 舞鶴市総合文化会館大ホール
子どもコーラス、中学生人権作文コンテスト
表彰及び発表、映画上映、人権の花運動活
動紹介、特設人権相談所

京都地方法務局舞鶴支局
電話:0773-76-0858

67 神戸地方法務局 令和4年にしのみや人権フォーラム 12月3日(土)～12月11日（日） 西宮市プレラホール
特別講演（講師：鈴木ひとみ氏）、パネル展
示、講座

神戸地方法務局西宮支局
電話：0798－26－0061

68 神戸地方法務局 令和4年度西播磨人権のつどい 12月3日(土)13:30～16:00 山崎文化会館（サンホール山崎）

第1部：人権作文・人権書道各優秀作品の表
彰、「人権の花」運動実施校への感謝状贈
呈、人権作文最優秀作品の朗読
第2部：講演会（講師：星野ルネ氏）

神戸地方法務局龍野支局
電話：0791－63－3221

69 奈良地方法務局
中学生人権作文表彰式と人権のつどいin
平群

12月10日（土）13:00～15:50
平群町総合文化センター
（くまがしホール）

中学生人権作表彰式の開催等
奈良地方法務局人権擁護課
電話：0742-23-5457

70 大津地方法務局 人権フェスティバル 12月11日（日）13:30～16:00 近江八幡市文化会館
特別講演（講師：伊藤真波氏）、パネル展
示、障がい者スポーツ体験（ボッチャ）

大津地方法務局人権擁護課
電話:077-522-4673
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71 和歌山地方法務局 人権のつどい 12月4日(日)13:00～16:00 御坊市民文化会館大ホール
少年少女合唱団による合唱、人権作文コン
テスト表彰式及び作文朗読、人権講演会（講
師：笑福亭鶴笑氏）、パネル展示

和歌山県日高振興局総務県民課
電話:0738-24-2936

72 名古屋法務局 令和4年度人権週間記念行事
12月3日（土）10:00～16:10
12月4日（日）10:00～15:10

鯱城ホール（伏見ライフプラザ５
階）

4日（土）…映画上映
5日（日）…映画上映及び人権講演会

なごや人権啓発センター
ソレイユプラザなごや
電話：052－684－7017

73 名古屋法務局
名古屋ダイヤモンドドルフィンズと連携し
た啓発活動

12月4日（日）13:00～15:00 ドルフィンズアリーナ 啓発物の配布
名古屋法務局人権擁護部
電話：052－952－8158

74 津地方法務局 ヒューマンフェスタin亀山 12月3日(土)13:00～15:45 亀山市立川崎小学校体育館

人権講演会（ジャーナリスト志葉玲氏）
ゴスペル講演（ゴスペル歌手TAEKO
GLOLY氏、REN氏）
「平和」に関する活動紹介
人権に関わる団体の活動を紹介する展示
小中学生の人権ポスターの展示

ヒューマンフェスタin亀山実行委
員会事務局
電話：0595-96-1224

75 津地方法務局 伊勢市人権講演会 12月10日（土）
伊勢市生涯学習センター「いせト
ピア」

小・中学生の人権作文発表
人権尊重啓発ポスター・標語表彰式
人権講師の講演

伊勢市環境生活部人権政策課
電話：0596-21-5545

76 津地方法務局 志摩市人権パネル展 12月11日（日）～12月25日（日） 市役所一階市民ギャラリー 人権に関するパネル展示
志摩市市民生活部人権市民協働
課
電話：0599-44-0227

77 津地方法務局 人権文化フェスティバル松阪2022 12月10日（土）13:30～ 農業屋コミュニティ文化センター
講演会
人権図画ポスターの表彰
映画

松阪市人権・多様性社会課
電話：0598-53-4017

78 津地方法務局 大台町人権フェスティバル 12月10日（土）13:15～ 大台町健康ふれあい会館
人権作文発表会
人権講演会

大台町町民福祉課
電話：0598-82-3783

79 津地方法務局 2022人権フェスタinくわな 12月10日（土）13:00～14:30
柿安シティホール（桑名市民会
館）大ホール

人権講演会「子どもの人権『被災地、紛争地
に生きる子どもたち～取材から見えてきたこ
と～』」（フォトジャーナリスト安田菜津紀氏）
人権を考える意見発表会
障害者施設のみなさんによるふれあいマル
シェ

桑名市市民環境部桑名市人権セ
ンター
電話：0594-27-6677

80 津地方法務局 いなべ市民人権フェスティバル
12月4日（日）
（午前）10:00～11:50
（午後）13:00～16:00

北勢市民会館
（午前）映画上映会
（午後）ミニコンサート、標語・人権ポスター表
彰式、講演会（大村崑）

いなべ市福祉部人権福祉課
電話：0594-86-7815

81 津地方法務局 人権講演会 12月14日（日）13：00～ 木曽岬町民ホール
人権講演会「いのちと心を伝える愛の歌」（シ
ンガーソングライターやなせなな氏）

木曽岬町住民課
電話：0567-68-6103

82 津地方法務局 人権を考える市民の集い2022

11月22日（火）19:00～　講演会
12月2日（金）19:30～　上映
12月9日（金）19:00～　上映
12月10日（土）13:00～　上映

伊賀市文化会館
西柘植地区市民センター小ホー
ル
阿山保健福祉センターホール
青山福祉センター教養娯楽室

人権講演会「無関心でいられても、無関係で
はいられない人権・部落問題～差別をしな
い・支えない・なくす努力を積み上げる～」及
び録画の上映（公益財団法人反差別・人権
研究所みえ常務理事兼事務局長松村元樹
氏）

伊賀市人権政策課
電話：0595-22-9683

83 岐阜地方法務局 人権啓発フェスティバルinぎふ 12月10日(土)10:00～15:30 マーサ21

・ステージイベント（園児によるパフォーマン
ス、アンパンマンショー）
・人権啓発クイズラリー
・人権作文コンテスト表彰式及び朗読会
・人権啓発パネル展示及び人権啓発資料配
布
・特設人権相談所開設

岐阜地方法務局人権擁護課
電話：058-245-3181（内161）

84 福井地方法務局
ふくい人権啓発フェスティバル2022オンラ
イン

11月10日（木)～12月10日(土) インターネット上の特設サイト

・講演会
・人権啓発デジタルコンテンツ
・北朝鮮人権侵害問題啓発動画
・パートナーシップ制度に関する紹介
・人権作文コンテスト及びポスターコンテスト
入賞作品掲載
・人権パネル展
・人権クイズラリー

福井県地域福祉課人権室
電話：0776-20-0627

85 福井地方法務局
中学生人権作文コンテスト及び小学生人
権ポスターコンテスト入賞作品紹介及び
人権広報大使委嘱式

12月10日（土） ハピリンしあわせ広場

・作文・ポスターコンテスト入賞者表彰式
・入賞作品展示会
・「朝倉ゆめまる」への人権広報大使委嘱
・北朝鮮人権侵害問題啓発活動
・人権週間及び北朝鮮人権侵害問題啓発週
間に関する静止画を大型ビジョンで放映

福井地方法務局人権擁護課
電話：0776-22-4210

86 福井地方法務局
中学生人権作文コンテスト及び小学生人
権ポスターコンテスト表彰式

12月17日（土） 福井新聞社「風の森ホール」

・「はぴりゅう」への人権広報大使委嘱
・表彰式
・作文朗読
・ジェッツOGによる人権啓発チアダンス

福井地方法務局人権擁護課
電話：0776-22-4210

87 福井地方法務局
大型店舗併設公共施設内における人権
作文及び人権ポスターコンテスト優秀作
品展示会及び人権啓発ミニイベント

12月4日（日）10:00～16:00 市民プラザたけふ3階大会議室

・作品展示会
・人権啓発グッズ配布
・人権啓発ミニイベント（紙芝居及びミニコン
サート）

福井地方法務局武生支局
電話：0778-22-9514

88 金沢地方法務局 タペストリーの懸垂 11月20日（日）～12月10日（土） 金沢駅
金沢駅もてなしドームにおいて人権週間タペ
ストリーを懸垂

金沢地方法務局人権擁護課
電話：076－292－7804

89 金沢地方法務局 ポスター・パネル展 12月10日（土）～12月25日（日） 金沢市立玉川図書館 人権に関するポスターやパネル展示
金沢地方法務局人権擁護課
電話：076－292－7804

90 金沢地方法務局
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

12月20日（火）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石川県大会の表
彰式及び人権作文の朗読

金沢地方法務局人権擁護課
電話：076－292－7804
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91 金沢地方法務局 人権啓発映画会 12月4日（日）10:00～12:30 野々市市文化会館大ホール
映画上映（タイトル：ｈｉｓ）のほか、人権教室、
パネル展等

野々市市企画振興部市民協働課
電話：076－227－6040

92 金沢地方法務局 パネル展示 12月5日(月)～12月9日(金) 根上サービスセンター 人権に関するパネル展示
金沢地方法務局小松支局
電話：0761－22－6300

93 富山地方法務局 懸垂幕の掲示及びDVDの放映 11月中旬～12月10日（土） 本局庁舎
人権週間懸垂幕を掲出し、庁舎玄関付近で
人権に関する動画などをDVD放映

富山地方法務局人権擁護課
電話：076-441-6376

94 富山地方法務局 デジタルサイネージ広告 11月中旬～12月17日（土）
あいの風鉄道富山駅構内
あいの風鉄道高岡駅構内
富山県内郵便局（3か所）

人権週間及び北朝鮮人権侵害問題啓発週
間に関する静止画をデジタルサイネージで放
映

富山地方法務局人権擁護課
電話：076-441-6376

95 富山地方法務局 液晶モニター広告 11月中旬～12月17日（土）

富山地鉄路面電車内液晶モニ
ター
万葉線アイトラム車内液晶モニ
ター

人権週間及び北朝鮮人権侵害問題啓発週
間に関する静止画を電車内液晶モニターで
放映

富山地方法務局人権擁護課
電話：076-441-6376

96 富山地方法務局 人権作文コンテスト富山県大会表彰式 12月6日(火) 本局庁舎 人権作文コンテスト富山県大会表彰式
富山地方法務局人権擁護課
電話：076-441-6376

97 広島法務局 ヒューマンフェスタ2022ひろしま 12月3日(土)10:30～15:40 広島市総合福祉センター

・トークショー（出演者：スマイリーキクチ氏、
井手上漠氏）
・講演会（講師：河合純一氏）
・特設サイトにおいて、スペシャルムービーの
配信
・特設サイトにおいて、人権クイズ

広島県わたしらしい生き方応援課
電話：082-228-0131

98 山口地方法務局 ゆめタウン山口店頭啓発 12月2日（金）11：00～12：00 ゆめタウン山口店 ゆめタウン山口店にて啓発活動
山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

99 山口地方法務局 山口市山口地区巡回啓発 12月5日（月）9：00～14：00 山口市内の小・中高等学校
市内42校の小・中・高等学校を訪問し、啓発
活動

山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

100 山口地方法務局 山口市小郡地区巡回啓発 12月6日（火）7：45～10：00
新山口駅南北自由通路
小郡地区内の小・中・高等学校

駅自由通路で啓発活動
小郡地区内の小・中・高等学校を訪問し、啓
発活動

山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

101 山口地方法務局 山口市秋穂地区巡回啓発 12月6日（火）10：30～12：00
サンマート秋穂店
秋穂地区内の小・中学校

サンマート秋穂店頭で啓発活動
秋穂地区内小・中学校訪問し啓発活動

山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

102 山口地方法務局 山口市阿知須地区巡回啓発 12月6日（火）10：00～15：00
①阿知須中学校
②サンパーク阿知須店
③阿知須地区内の小・中学校

①人権教室（阿知須中学校）
②サンパーク阿知須店頭で啓発活動
③阿知須地区内小・中学校を訪問し、啓発
活動

山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

103 山口地方法務局 山口市徳地地区巡回啓発 12月8日（木）9：30～12：00
①丸久徳地店
②徳地地区内の小・中学校

①丸久徳地店で啓発活動
②徳地地区内小・中学校を訪問し、啓発活
動

山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

104 山口地方法務局 山口市阿東地区巡回啓発 12月8日（木）13：30～15：30 阿東地区内の小・中学校
阿東地区内の小・中学校を訪問し、啓発活
動

山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

105 山口地方法務局 美祢市巡回啓発 12月9日（金）9：00～12：00
美祢市美祢地区・美東地区・秋芳
地区内の小・中学校

美祢市美祢地区・美東地区・秋芳地区内の
小・中学校を訪問し、啓発活動

山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

106 山口地方法務局 特設人権相談 12月9日（金）13：00～15：00 美祢市民会館 特設相談所の開設
山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

107 山口地方法務局 山口市人権ふれあいフェスティバル 12月10日（土）10：30～16：00 山口市小郡地域交流センター 人権作文表彰式・講演会
山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

108 山口地方法務局 人権教室 12月5日（月）13：50～15：25 防府市佐波中学校 人権擁護委員による講話
山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

109 山口地方法務局 特設人権相談 12月7日（水）9：00～15：00 防府市文化福祉会館 特設相談所の開設
山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

110 山口地方法務局 人権作文コンテスト表彰式 12月10日（土）13：15～14：30 防府市文化福祉会館 人権作文コンテスト表彰式及び発表
山口地方法務局人権擁護課
電話：083-922-8615

111 山口地方法務局 特設人権相談
①12月8日(木)13:00～16:00
②12月8日(木)9:00～12:00
③12月9日(金)9:00～12:00

①下松市役所（下松市）
②あいぱーく光（光市）
③コアプラザかの（周南市）

特設相談所の開設
山口地方法務局周南支局
電話：0834-28-0244

112 山口地方法務局
①人権週間のつどい
②人権を考えるつどい

①12月4日（日）13:30～
②12月10日（土）

①平生町武道館
②光市市民ホール

①人権作文コンテスト表彰式及び発表
 　人権講演会等
②人権講演会、啓発ビデオ放映等

山口地方法務局周南支局
電話：0834-28-0244

113 山口地方法務局 人権の花運動パネル掲示 12月2日（金）～12月9日（金） 光市役所1階ロビー 人権の花運動パネル掲示
山口地方法務局周南支局
電話：0834-28-0244

114 山口地方法務局 人権関係図書の展示 12月4日（日）～12月10日（土）
光市人権推進課
光市立図書館

人権関係図書の展示
山口地方法務局周南支局
電話：0834-28-0244
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115 山口地方法務局 人権週間巡回啓発 人権週間中 管内各・小中学校ほか 広報車による巡回及び学校訪問
山口地方法務局周南支局
電話：0834-28-0244

116 山口地方法務局 下関市人権フェスティバル 12月3日（土）13：00～15：30 菊川ふれあい会館（アブニール）
人権作文入賞者表彰式・パネル展示・人権
に関する映画上映

山口地方法務局下関支局
電話：083-234-4000

117 山口地方法務局 人権フェスタin宇部フジグラン
12月4日（日）～12月10日（土）
10：00～20：00

宇部フジグラン
令和3年度及び4年度人権教室の活動紹介
写真・人権作文等の展示

山口地方法務局宇部支局
電話0836-21-7211

118 岡山地方法務局 ハートフルフェスタ2022おかやま 12月10日（土）13：30～16：00 さん太ホール
児童生徒人権啓発ポスター表彰式、中学人
権作文コンテスト表彰式、講演会
講師：大渕愛子氏

ハートフルフェスタ2022おかやま
受付事務局
電話：086-201-2001

119 岡山地方法務局 人権を考えるつどい 12月4日（日）13：00～15：10 くまやまふれあいセンター
標語表彰式、講演会
講師：山口香氏

赤磐市市民生活部協働推進課
電話：086-955-1114

120 岡山地方法務局 吉備中央町生涯学習フェスティバル 12月3日（土）9：00～12：30 ロマン高原かよう
学校での人権教育の取組発表
人権の花・人権スポーツ教室展示

吉備中央町教育委員会事務局
電話：0866-56-9191

121 岡山地方法務局 人権週間市民のつどい 12月18日（日）13：00～16：00 岡山コンベンションセンター
岡山市人権啓発ポスター・標語展の表彰式
等

岡山市人権推進課
電話：086-803-1070

122 岡山地方法務局
備前市人権教育セミナー及び人権啓発標
語表彰式

12月3日(土) 備前市吉永地域公民館
人権啓発標語の表彰
ヒューマンライツ・コンサート

岡山地方法務局備前支局
電話：0869-64-2770

123 岡山地方法務局 「人権の花」運動写真パネル展 12月2日（金）～12月4日（日） 総社市立総社図書館
「人権の花」運動写真パネル展の展示、啓発
物品の配布

岡山地方法務局倉敷支局
電話：086-422-1260

124 岡山地方法務局 人権作文表彰・発表会 12月11日（日） くらしき健康福祉プラザ
地区大会入賞者に対する表彰・作文作者に
よる朗読・啓発物品の配布

岡山地方法務局倉敷支局
電話：086-422-1260

125 岡山地方法務局
人権書道作品の展示、「人権の花」運動
の壁新聞展示及び同運動の種袋配布

11月25日(金)～12月2日(金)
ポルカ天満屋
（高梁市中原町）

児童による人権書道作品の展示、活動の様
子をまとめた壁新聞の展示やメッセージ付き
種袋の配布

岡山地方法務局高梁支局
電話：0866-22-2318

126 岡山地方法務局
人権書道作品の展示、「人権の花」運動
の壁新聞展示及び同運動の種袋配布

12月2日(金)～12月12日(月)
成羽病院
（高梁市成羽町）

児童による人権書道作品の展示、活動の様
子をまとめた壁新聞の展示やメッセージ付き
種袋の配布

岡山地方法務局高梁支局
電話：0866-22-2318

127 岡山地方法務局
「人権の花」運動の壁新聞展示及び同運
動の種袋配布

12月3日(土)～12月10日(土)
サンパーク新見
（新見市正田）

児童が活動の様子をまとめた壁新聞の展示
やメッセージ付き種袋の配布

岡山地方法務局高梁支局
電話：0866-22-2318

128 岡山地方法務局
美作市人権講演会
人権教育推進講演会

12月18日（日）13:20～ 美作文化センター

市内小中学生人権標語・人権啓発ポスター、
岡山湯郷Belle選手ハートフルメッセージ展
示、パネル展、講演会
講師：杉山文野氏

美作市市民部市民課
電話：0868-72-1143

129 鳥取地方法務局 みんなの人権フェスティバル2022 12月10日(土)11:00～16:00 鳥取県立倉吉未来中心

人権講演会（講師：竹紫春翔さん（LGBT講演
家）、haiji氏（絵本作家）、石川達之氏（心の
元気講演家））、人権作文表彰式及び朗読
会、パネル展示、人権相談会

鳥取地方法務局人権擁護課
電話：0857-22-2289

130 鳥取地方法務局 人権啓発パネル展 12月7日(水)9:00～11日(日)18:00 倉吉市立図書館 パネル展示
鳥取地方法務局倉吉支局
電話:0858-22-4108

131 鳥取地方法務局 北栄町じんけんフェスティバル2022 12月10日(土)13:20～15:50 大栄農村環境改善センター
講演（講師:中村学氏）、ホールイベント、人権
パネル等展示、特設人権相談所

北栄町生涯学習課
電話：0858-37-5871

132 鳥取地方法務局 境港市人権ふれあいフェスティバル 12月10日(土)12:00～15:40
境港市民交流センター（みなとテ
ラス）

和太鼓演奏、講演（講師：ブルボンヌ氏）、人
権作文朗読、パネル展示、小中高校生作品
展

境港市総務部地域振興課人権政
策室
電話：0859-47-1102

133 松江地方法務局
第41回全国中学生人権作文コンテスト島
根県大会表彰式

12月18日（日） 松江市総合体育館
「島根スサノオマジック」ホームゲーム会場に
おいて、人権作文コンテストの表彰式、作文
朗読、啓発物品配布等

松江地方法務局人権擁護課
電話：0852-32-4260

134 松江地方法務局 うんなんヒューマンライツ・フェスタ2022 12月10日（土）
加茂文化ホール
ラメール大ホール

第16回雲南市人権問題を考える講演会を開
催
講演会のほかに、全国中学生人権作文コン
テスト島根県大会優秀作品紹介（朗読）予定

松江地方法務局出雲支局
電話：0853-20-7732

135 松江地方法務局 つなげて未来や2022inはくた 12月4日（日）
安来市立伯太中央交流センター・
わかさ会館

パネル展示、啓発物品配付
安来市内小学校児童の「人権の花」図画コン
テスト作品展示

松江地方法務局人権擁護課
電話：0852-32-4260

136 福岡法務局
第41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

12月3日(土)14:30～16:00 クローバープラザ（春日市）

人権作文コンテスト福岡県大会の表彰
式、受賞作品の朗読
なお、福岡県主催の人権週間講演会「平
等権と差別されない権利」と同日開催

福岡法務局人権擁護部第一課
電話：092-739-4151

137 福岡法務局 ハンセン病パネル展 12月2日(金)～12月18日(日) あいれふ１F（福岡市）
ハンセン病患者、元患者及びその家族の人
権問題に関する啓発パネル展

福岡法務局人権擁護部第一課
電話：092-739-4151
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138 福岡法務局 ハンセン病パネル展 12月5日(月)～12月12日(月) イオンモール香椎浜
ハンセン病患者、元患者及びその家族の人
権問題に関する啓発パネル展

福岡法務局人権擁護部第一課
電話：092-739-4151

139 福岡法務局 大野城市人権週間映画上映会 12月5日（月)18:30～20:45 大野城市まどかぴあ大ホール
映画上映「破戒」
人権パネル展

大野城市役所人権男女共同参画
課
電話:092-580-1840

140 福岡法務局 春日市講演会 12月7日（水）10:00～16:00 春日市役所大会議室
講演（講師：大迫秀樹氏）14:00-16:00
特設人権相談

春日市役所人権男女共同参画課
電話：092-584-1201

141 福岡法務局 人権フェスタ那珂川 12月4日(日)10:30～14:00
那珂川市ふれあいこども館
ミリカローデン那珂川

参加団体によるステージ発表
パネル展示
バザー

人権フェスタ那珂川実行委員会
事務局（那珂川市役所人権政策
課）
電話：092-953-2211

142 福岡法務局 人権擁護委員による悩みごと相談 12月7日（水） 飯塚市役所４階会議室 特設相談所
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

143 福岡法務局 人権擁護委員による悩みごと相談 12月7日（水） 筑穂保健福祉総合センター 特設相談所
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

144 福岡法務局 人権擁護委員による悩みごと相談 12月7日（水） 社会福祉協議会穂波支所 特設相談所
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

145 福岡法務局 人権擁護委員による悩みごと相談 12月15日（木）
庄内保健福祉総合センター「ハー
モニー」

特設相談所
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

146 福岡法務局 人権擁護委員による悩みごと相談 12月6日（火） 頴田高齢者福祉センター 特設相談所
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

147 福岡法務局 人権擁護委員による悩みごと相談 12月7日（水） 山田生涯学習館 特設相談所
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

148 福岡法務局 人権擁護委員による悩みごと相談 12月5日（月） 嘉穂老人福祉センター 特設相談所
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

149 福岡法務局 人権擁護委員による悩みごと相談 12月2日（金） 碓井地区公民館 特設相談所
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

150 福岡法務局 人権擁護委員による悩みごと相談 12月1日（木） 嘉麻市役所本庁１階相談室 特設相談所
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

151 福岡法務局 人権擁護委員による悩みごと相談 12月2日（金）
総合福祉センター
「ひまわりの里」

特設相談所
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

152 福岡法務局 人権週間街頭啓発 12月7日（水）
庄内保健福祉総合センター横直
売所「庄四季物」

街頭啓発（庄内・頴田地区）
福岡法務局飯塚支局
電話：0948-22-1580

153 福岡法務局 特設人権相談 12月9日（金）13:00～16:00 久留米市役所ほか 特設相談所の開設
福岡法務局久留米支局
電話：0942-39-2121

154 福岡法務局 ハンセン病パネル展 11月21日（月）～12月5日（月） うきは市総合庁舎 ハンセン病パネル展
福岡法務局久留米支局
電話：0942-39-2121

155 福岡法務局 ハンセン病啓発パネル展 12月5日(月)8:30～9日（金）17:15 福岡法務局柳川支局 パネル展示
福岡法務局柳川支局
電話：0944-72-2640

156 福岡法務局 柳川市「人権を考えるつどい」 12月11日（日）13:10～
柳川総合保健福祉センター「水の
郷」水の郷ホール

柳川座「あなたの会社・家庭はどうですか」
柳川人権擁護委員協議会
電話：0944-72-2640

157 福岡法務局 人権週間街頭啓発 12月2日（金）16:00～17:00
・コープ八女店
・ゆめタウン八女
・アスタラビスタ八女店

啓発物品の配布

八女市役所
男女共同参画推進課
（電話0943-24-9422）
八女人権擁護委員協議会
（電話 0943-23-2643）

158 福岡法務局 スマイルフェスタ八女２０２２ 12月3日（土）～11日（日） おりなす八女 人権啓発パネル展

八女市役所
男女共同参画推進課
（電話0943-24-9422）
八女人権擁護委員協議会
（電話 0943-23-2643）

159 福岡法務局 人権を考える市民の集い 12月10日（土）13:00～14:00 サザンクス筑後
人権啓発パネル展
啓発物品の配布

筑後市役所
人権同和対策室
（電話0942-65-7039）
八女人権擁護委員協議会
（電話 0943-23-2643）

160 福岡法務局 ひろか和の集い 12月3日（土）18:00～19:00 はなやぎの里 啓発チラシの配布

広川町役場共同推進課
（電話0943-32-1196）
八女人権擁護委員協議会
（電話 0943-23-2643）

161 福岡法務局 北九州市講演会 12月3日（土） 黒崎ひびしんホール
人権講演会
「食を通して人が、世界がつながる」
　　　　　　　　（講師：コウケンテツ氏）

北九州市保健福祉局人権推進セ
ンター人権文化推進課
電話：093－562－5010

162 福岡法務局 北九州市講演会 12月9日（金） 北九州芸術劇場
「もっと広がれ！子どもの笑顔！」
　　　　　　　　（講師：つるの剛士氏）

北九州市保健福祉局人権推進セ
ンター人権文化推進課
電話：093－562－5010

163 福岡法務局 水巻町人権週間のつどい 12月3日(土) 水巻町中央公民館
人権啓発シネマ「いのちスケッチ」上映
人権の花運動展示

水巻町役場生涯学習課
電話：093－201－4321
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164 福岡法務局 岡垣町人権講演会 12月3日(土) 岡垣サンリーアイ
人権講演会「アンコンシャスバイアスを知る、
気付く、対処する」（講師：財津ユカ氏）

岡垣町役場生涯学習課
電話：093－282－1211

165 福岡法務局 ふれあい人権フェスタ ｉｎおんが2022 12月10日(土) 遠賀町中央公民館
人権講演会「夢と絆を求めて～翻弄された運
命のなかで～」（講師：蓮池薫氏）、人権の花
運動作品展示、特設相談所、ボッチャ体験

遠賀町役場住民課
電話：093－293－1234

166 佐賀地方法務局 ふれあい人権フェスタ 12月4日(日)12:30～17:00
神埼市千代田文化会館「はん
ぎーホール」

朗読劇「あん」（要申込み）
全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会
表彰式
パラスポーツ体験ほか

佐賀法務局人権擁護課
電話：0952－26－2195

167 佐賀地方法務局 特設人権相談 12月7日（水）9:30～15:00 鳥栖市役所 特設人権相談（相談時間を延長して実施）
鳥栖市役所市民協働推進課
電話：0942－85－3576

168 佐賀地方法務局 多久市人権フェスタ 12月11日（日）13:30～
多久市中央公民館
大ホール

要事前申込み
人権標語及び人権ポスター表彰式
講演１（講師：服部文男氏）
講演２（講師：宮近由紀子氏）

多久市役所人権・同和対策課
電話：0952－75－4824

169 佐賀地方法務局 ハートフルフォーラム2022in伊万里 12月上旬から20回程度放映
伊万里ケーブルテレビ
西海テレビ
有田ケーブル・ネットワーク

伊万里高校の生徒によるデートDVに関する
紙芝居発表やブラック校則に関するアンケー
ト結果について放映（1回30分）

佐賀地方法務局伊万里支局
電話：0955－23－2492

170 佐賀地方法務局 人権啓発パネル展 12月7日（水）～9日（金） 伊万里市立図書館
伊万里市立図書館にて、人権啓発及び人権
擁護委員の活動に関するパネル展示

佐賀地方法務局伊万里支局
電話：0955－23－2492

171 長崎地方法務局 長崎市内の路面電車外広告 11月16日(水)～12月15日(木) 長崎電気軌道の各路線
長崎電気軌道（路面電車）の車輌2輛に、人
権週間に係る車外広告を掲出

長崎地方法務局人権擁護課
電話：095-820-5982

172 長崎地方法務局
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

12月10日(土)13:00～15:00 長崎県勤労福祉会館
全国中学生人権作文コンテスト長崎県大会
表彰式及び朗読会を実施し、来場者に啓発
物品を配布

長崎地方法務局人権擁護課
電話：095-820-5982

173 長崎地方法務局 人権週間の集い 12月3日(土)13:20～14:20 佐世保市島瀬公園 人権作文及び人権標語の発表等
長崎地方法務局佐世保支局
電話：0956-24-4850

174 長崎地方法務局 松浦市人権映画上映会 12月11日(日) 松浦市文化会館
人権啓発に関する映画上映、人権作文入賞
作品朗読会、人権の花運動の成果物の展示

長崎地方法務局平戸支局
電話：0950-22-2263

175 長崎地方法務局 人権フェスティバル（壱岐市） 12月4日(日) 石田農村環境改善センター
・ゴールボール選手浦田理恵氏による講演
・中学生人権作文朗読会
・小学生及び中学生による演劇及び合唱等

長崎地方法務局壱岐支局
電話：0920-47-0164

176 長崎地方法務局 じんけんを考えるつどいin対馬 12月4日(日)13:00～16:00 上対馬総合センター

・中学生人権作文コンテスト表彰式及び朗読
会
・人権の花運動の成果物及び人権標語の展
示等
・講演会

長崎地方法務局対馬支局
電話：0920-52-6463

177 熊本地方法務局 かみましき人権フェスタ 12月3日（土）10：00～16：00
上益城郡嘉島町
イオンモール熊本

パネル展示
人権作文発表会

熊本地方法務局人権擁護課
電話：096-364-2145

178 熊本地方法務局 第17回合志市人権フェスティバル 12月10日（土）
合志市総合センターヴィーブル文
化ホール

１　講演：（演題）「私と部落とハンセン病～部
落との出会い・ハンセン病に関する患者・元
患者・その家族がおかれていた境遇を踏まえ
た人権啓発活動～」（講師：林力氏）
※合志市公式youtubeチャンネルから視聴可
２　小中学校児童・生徒の人権作品展示
(11/22～12/22 合志市総合センターヴィーブ
ル)

合志市人権啓発教育課
電話：096-248-2399

179 鹿児島地方法務局 人権作文コンテスト表彰式及び街頭啓発 12月4日(日)
ライカ南国ホール
鹿児島中央駅東口（街頭啓発に
ついて）

人権作文コンテストで優秀作品に選ばれた
作文の表彰式・朗読会
式典後、受賞者及び鹿児島レブナイズの選
手らを一日人権擁護委員に委嘱し、啓発物
品を配布

鹿児島地方法務局人権擁護課
電話：099-259-0684

180 鹿児島地方法務局 人権週間街頭啓発 12月4日(日)
西之表市２ヶ所
（ダイワショッピングセンター、サン
シードショッピングセンター）

人権カレンダー・チラシ等を配布
鹿児島地方法務局人権擁護課
電話：099-259-0684

181 鹿児島地方法務局 梅マラソンにおける街頭啓発 12月11日(日) 日置市伊集院町運動公園 人権カレンダー・チラシ等を配布
鹿児島地方法務局人権擁護課
電話：099-259-0684

182 鹿児島地方法務局 人権作文コンテスト表彰式 12月11日(日) 鹿児島地方法務局霧島支局
人権作文コンテストで優秀作品に選ばれた
作文の表彰式・朗読会

霧島人権擁護委員協議会
電話：0995-45-0064

183 鹿児島地方法務局 パネル展の開催 12月4日(日)～12月10日(土)
鹿児島地方法務局霧島支局管内
市町村

人権に関するパネル展を、管内各市町村の
公共施設内において展示

霧島人権擁護委員協議会
電話：0995-45-0064

184 鹿児島地方法務局 電光掲示板による周知広報 12月4日(日)～12月10日(土) 南九州市知覧支所前 電光掲示板により、人権週間の周知広報
鹿児島地方法務局知覧支局
電話：0993-83-2208

185 鹿児島地方法務局 人権週間街頭啓発 12月5日(月)15:30～16:30 ニシムタ枕崎店 啓発物品等の配布
鹿児島地方法務局知覧支局
電話：0993-83-2208
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186 鹿児島地方法務局
未就学児童啓発活動（じんけんってな
あーに運動）

12月4日（土）～12月10日（金）
曽於市役所本庁
曽於市財部支所
曽於市大隅支所

幼稚園児等未就学児童による人権イメージ
キャラクターの塗り絵を市役所ロビーに展示
し、終了後には人権擁護委員が幼稚園等を
訪問して参加児童に啓発物品を配布

鹿児島地方法務局鹿屋支局
電話：0994-43-6790

187 鹿児島地方法務局 人権啓発フェスティバルin和泊 12月4日(日)9:00～12:00
和泊町立中学校体育館、あかね
文化ホール

特別講演（講師：東洋大学から派遣）、児童
による方言劇、三味線演奏、和泊町独自の
人権作文コンテストの表彰、パネル展を開催

和泊町役場
電話：0997-84-3516
鹿児島地方法務局奄美支局
電話：0997-52-0376

188 鹿児島地方法務局 啓発物品、啓発用チラシ等の街頭配布 12月4日（日）～12月10日（土）
管内市町村（2支所を含む）計14
か所

特設人権相談の後に、人権擁護委員による
啓発物品等の街頭配布を実施

鹿児島地方法務局奄美支局
電話：0997-52-0376

189 宮崎地方法務局 人権フェスティバル 12月3日（土） イオンモール宮崎
一日人権擁護委員委嘱式
人権ポスター表彰式
街頭啓発

宮崎地方法務局人権擁護課
電話：0985－22－5312

190 宮崎地方法務局 人権週間パネル展 12月5日（月）～9日（金） イオンモール宮崎
「ハンセン病問題」パネル
「新型コロナウイルス差別防止」パネル

宮崎地方法務局人権擁護課
電話：0985－22－5312

191 宮崎地方法務局 人権週間パネル展 12月7日（水）～25日（日） 宮崎県立図書館1階ロビー
「ハンセン病問題」パネル
「ハンセン病問題」ＤＶＤ上映
「新型コロナウイルス差別防止」パネル

宮崎地方法務局人権擁護課
電話：0985－22－5312

192 那覇地方法務局 人権週間・ハンセン病啓発パネル展 12月1日（木）～12日(月) 那覇第一地方合同庁舎1階ロビー 人権週間・ハンセン病に対する理解促進
那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

193 那覇地方法務局 中学生人権作文表彰式 12月3日（土）
那覇第一地方合同庁舎1階大会
議室

中学生人権作文表彰式・朗読会
那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

194 那覇地方法務局 人権週間街頭啓発 12月3日（土） 那覇市パレット久茂地前広場 少年空手演舞・キッズダンス
那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

195 那覇地方法務局 大型ビジョン放映 12月4日（日）～10日(土) てんぶす那覇・国際通り・那覇市
人権週間・相談窓口の紹介動画放映(人権
擁護委員作成)

那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

196 那覇地方法務局 大型ビジョン放映 12月1日（木）～10日(土)
ホームセンター佐久本・国道５８
号・浦添市

人権週間・相談窓口の紹介動画放映(人権
擁護委員作成)

那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

197 那覇地方法務局 バス・モノレールにおける啓発活動

バス：11月1日（火）～
　令和5年3月31日（金）
モノレール：11月22日（火）～
　12月12日（月）

県内路線バス（20路線）及びモノ
レール内

相談窓口及び人権週間周知ポスター掲示
那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

198 那覇地方法務局 人権週間パネル展 12月3日（土）～16日(金)
那覇協議会管内市町村の各庁舎
ロビー

啓発活動強調事項等の紹介
那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

199 那覇地方法務局 人権週間街頭啓発 12月6日（月）～10日(金)
那覇協議会管内市町村の各庁舎
ロビー及び大型商業施設等

啓発物品配布（除菌ティッシュ・ギバテープ：
人権擁護委員制度周知リーフレット付き）

那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

200 那覇地方法務局
那覇協議会管内「特設人権（困りご
と）相談所」開設

12月1日（木）～9日(金)
那覇協議会管内市町村の各庁舎
ロビー

特設人権相談
那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

201 那覇地方法務局 地域コミュニティＦＭによる広報 12月1日（木）～10日(土)

ＦＭレキオ（那覇市）、ＦＭとよみ
（豊見城市）、ＦＭたまん（糸満
市）、ＦＭ南城（南城市）、ＦＭよな
ばる（与那原町）、ＦＭくめじま（久
米島町）

人権週間の趣旨と啓発
那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

202 那覇地方法務局 市町村広報誌による広報 12月1日（木）～10日(土) 那覇協議会管内市町村の広報誌 人権週間の趣旨と啓発
那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

203 那覇地方法務局 データ放送による広報 12月1日（木）～10日(土) 糸満市、南城市 人権週間の趣旨と啓発
那覇地方法務局人権擁護課
電話：098－854－1215

204 那覇地方法務局
沖縄協議会管内一斉人権「困りごと相
談所」開設

12月1日（木）～9日(金) 沖縄協議会管内各市町村

人権週間管内一斉人権困りごと相談所及
び啓発物品配布（除菌ティッシュ、マス
ク、人権擁護委員制度周知リーフレット
等）による啓発活動及びパネル展

那覇地方法務局沖縄支局総務課
電話098-937-3278

205 那覇地方法務局 名護協議会管内市町村役場前啓発活動 12月5日（月）～9日（金） 名護協議会管内市町村役場前
のぼり旗掲揚、除菌ティッシュ、人権擁護委
員制度のリーフレット、周知カード等の啓発
物品配布

那覇地方法務局名護支局
電話：0980-52-2729

206 那覇地方法務局 特設人権相談 12月5日（月）～9日（金） 名護協議会管内市町村役場前 特設相談所の開設
那覇地方法務局名護支局
電話：0980-52-2729

207 那覇地方法務局 人権の花｢開花式｣ 12月8日（木）10:35～11:20 大宜味村立大宜味小学校 育てた花の鑑賞会及び児童あいさつ
那覇地方法務局名護支局
電話：0980-52-2729

208 那覇地方法務局 中学生人権作文、標語発表会 12月8日（木）14:00～ 大宜味村立大宜味中学校 中学生人権作文、標語発表会及び表彰式
那覇地方法務局名護支局
電話：0980-52-2729

209 那覇地方法務局 人権パネル展 12月4日(日)～10日(土) 宮古島市役所ロビー
「人権の花運動」の様子や「人権擁護委員の
日」などの啓発活動についてのパネル展

那覇地方法務局宮古島支局
電話：0980-72-2639
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210 那覇地方法務局 人権週間街頭啓発 12月4日(日)～10日(土)
宮古島協議会管内各スーパー出
入口

啓発物品等の配置による街頭啓発活動
那覇地方法務局宮古島支局
電話：0980-72-2639

211 那覇地方法務局 特設人権相談 12月6日(火)
宮古島市役所
多良間コミュニティセンター

特設相談所の開設
那覇地方法務局宮古島支局
電話：0980-72-2639

212 那覇地方法務局 マスコミ等での広報活動 12月4日(日)～10日(土) 宮古島協議会管内マスコミ等
人権週間や特設相談所開催の、各マスコミ
での広報活動

那覇地方法務局宮古島支局
電話：0980-72-2639

213 那覇地方法務局 人権作文コンテスト表彰式 12月14日(水) 那覇地方法務局宮古島支局 人権作文コンテスト表彰式
那覇地方法務局宮古島支局
電話：0980-72-2639

214 那覇地方法務局 人権週間街頭啓発 12月4日(日)17:30～18:30 石垣市内大型スーパー店舗前
啓発物品配布
（マスク、ティッシュ、人権擁護委員制度周知
リーフレット等）

那覇地方法務局石垣支局
電話：0980-82-2004

215 那覇地方法務局 作品展示会 12月4日(日）～10日(土) 石垣市役所ロビー
「人権の花」運動指定校児童作品展示会（図
画・標語・習字）

那覇地方法務局石垣支局
電話：0980-82-2004

216 那覇地方法務局
第41回全国中学生人権作文コンテスト沖
縄県大会入賞者表彰状伝達式及び石垣
地区大会入賞者表彰式

12月9日（金） 石垣市立石垣第二中学校

第41回全国中学生人権作文コンテストの県
大会入賞者表彰状伝達式及び石垣地区大
会入賞者表彰式を行う。その後、最優秀賞
受賞作の朗読会を実施予定

那覇地方法務局石垣支局
電話：0980-82-2004

217 那覇地方法務局 人権週間周知（新聞・ラジオ投稿）
12月4日(日)
12月6日（火）

八重山毎日新聞
FMいしがきサンサンラジオ

人権週間啓発活動
那覇地方法務局石垣支局
電話：0980-82-2004

218 仙台法務局
第４１回全国中学生人権作文コンテスト
宮城県大会優秀作品及び人権啓発パネ
ル展示

12月6日(火)～10日(土)
10:00～18:00
最終日は、16:00まで

東北電力グリーンプラザ「アクア
ホール」

第41回全国中学生人権作文コンテスト宮城
県大会優秀作品の展示、世界人権宣言パネ
ルの展示、人権擁護委員の活動紹介等

仙台法務局人権擁護部
電話：022-225-5743

219 山形地方法務局
全国中学生人権作文コンテスト山形県大
会表彰式

12月3日(土)13:30～15:00
山形市
山形国際交流プラザ「ビッグウィン
グ」

作文コンテスト表彰式、入賞者による作文朗
読

山形地方法務局人権擁護課
電話：023-625-1676

220 盛岡地方法務局 クロステラス盛岡壁新聞展示 12月5日(月)～9日(金) クロステラス盛岡ウエストプラザ
人権に関する壁新聞の展示（啓発物品配布
等も併せて実施）

盛岡地方法務局人権擁護課
電話：019-624-9859

221 盛岡地方法務局 人権作文コンテスト岩手県大会表彰式 12月7日（水） ホテルメトロポリタン盛岡 人権作文コンテスト岩手県大会表彰式
盛岡地方法務局人権擁護課
電話：019-624-9859

222 盛岡地方法務局 意見発表会特集（ラジオ番組放送） 12月5日（月） FMいわて
FMいわて（ラジオ放送）において、中学生に
よる「人権」に関する意見発表会の様子につ
いての特集番組を放送

盛岡地方法務局人権擁護課
電話：019-624-9859

223 盛岡地方法務局 人権週間周知（ラジオ番組放送） 12月6日（火）10:30～11:00（予定） ラヂオもりおか
期間中、スポットCM及び人権擁護委員によ
る生出演

盛岡地方法務局人権擁護課
電話：019-624-9859

224 盛岡地方法務局 ハートフルステージ 12月3日(土)13:00～15:00 あえりあ遠野
人権作文発表、子ども語り部、人権擁護委
員活動紹介、ピアノ発表、手話教室

盛岡地方法務局花巻支局
電話：0198-24-8311

225 盛岡地方法務局 人権講演会 12月10日（土）13:00～15:30 花巻市文化会館
人権作文表彰式及び優秀作品の朗読、人権
トークライブ（シンガーソングライター：松本哲
也氏）

盛岡地方法務局花巻支局
電話：0198-24-8311

226 盛岡地方法務局 人権ブラインドサッカー教室 12月11日（日）13:30～15:10 まなび学園体育館（花巻市） ブラインドサッカー教室
盛岡地方法務局花巻支局
電話：0198-24-8311

227 盛岡地方法務局 人権週間街頭啓発 11月27日（日）～12月9日（金） 管内各市町 商業施設等による啓発物品配布等
盛岡地方法務局花巻支局
電話：0198-24-8311

228 盛岡地方法務局 人権週間街頭啓発 12月2日(金)～7日(水) 二戸支局管内各市町村 商業施設等による啓発物品配布等
盛岡地方法務局二戸支局
電話：0195-25-4811

229 盛岡地方法務局 人権週間街頭啓発 12月3日(土)～10日(日) 管内各市町村 商業施設等による啓発物品配布等
盛岡地方法務局水沢支局
電話：0197-24-0511

230 秋田地方法務局 人権フェスタinイオン大曲 12月3日(土) 大仙市・イオンモール大曲
人権作品コンテスト表彰式、地域活動団体に
よる演目披露（小中学校部活動、地元演舞
保存会）

秋田地方法務局大曲支局
電話：0187-63-2100

231 秋田地方法務局 人権パネル展示会 人権週間期間中
各部会地域内・公共機関等展示
会場

人権作品コンテスト優秀作品及び人権に関
する啓発パネル展示

秋田地方法務局大曲支局
電話：0187-63-2100

232 青森地方法務局 ハンセン病を正しく知るためのパネル展
12月5日(月)～
12月9日（金）　10：00～15：00

青森第２合同庁舎
１階共用会議室

ハンセン病に関するパネル展示、啓発ＤＶＤ
の上映

青森地方法務局人権擁護課
電話：017－776－9024

233 札幌法務局
第41回全国中学生人権作文コンテスト札
幌地方大会表彰式

12月9日(金)14:30～16:00 サッポロファクトリーアトリウム
人権作文コンテストの優秀作品に対する表
彰及び周知並びに人権功労賞の表彰

札幌法務局人権擁護部
電話：011－709－2311

234 札幌法務局 人権・困りごと無料相談所 12月6日(火)13:00～15:00 市民交流プラザ 特設相談所の開設
札幌法務局滝川支局
電話：0125－23－2330
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235 札幌法務局 特設人権相談 12月6日(火)10:00～12:00
（室蘭市）札幌法務局室蘭支局
（登別市）鷲別公民館２階ホール

特設相談所の開設
札幌法務局室蘭支局
電話：0143－22－5111

236 札幌法務局 人権週間人権パネル展 12月5日(月)開庁～9日(金)16:00 苫小牧市役所１階ロビー 人権パネル展示、人権メッセージ色紙展示
札幌法務局苫小牧支局総務課
電話：0144－34－7151

237 札幌法務局 特設人権なんでも困りごと相談所 12月2日(金)10:00～13:00 仁木町役場 特設相談所
札幌法務局小樽支局
電話：0134－23－3012
自動音声ガイダンス3番

238 札幌法務局 小樽人権フェスティバル

12月3日(土)10:00～16:00
12月4日(日)10:00～16:00
なお、12月4日の特設相談所は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

パネル展示、特設相談所、人権イメージキャ
ラクター（ウォークバルーン）によるふれあい
タイム、中学生による一日人権擁護委員

札幌法務局小樽支局
電話：0134－23－3012
自動音声ガイダンス4番

239 札幌法務局 特設人権なんでも困りごと相談所 12月13日(火)13:00～16:00 余市町中央公民館 特設相談所
札幌法務局小樽支局
電話：0134－23－3012
自動音声ガイダンス5番

240 函館地方法務局 人権ポスターコンテスト作品展
12月6日（火）～9日（金）

12月16日（金）～22日（木）

函館市民ホール

函館市地域交流まちづくりセン
ター

函館局独自の取り組みである小・中学生人
権ポスターコンテストの今年度入賞作品を、
函館市役所内市民ホール及び函館市地域
交流まちづくりセンターに展示

函館地方法務局人権擁護課
電話：0138-23-9528

241 函館地方法務局 函館市内市電・バス人権啓発広告掲示 11月10日（木）～12月10日（土） 函館市電及び函館バス車内
人権週間及び相談ダイヤルの周知に係る中
吊り広告を掲示

函館地方法務局人権擁護課
電話：0138-23-9528

242 函館地方法務局 人権ポスター市電車内掲示 12月4日（日）～12月28日(水) 函館市電車両内
函館局独自の取り組みである小・中学生人
権ポスターコンテストの今年度入賞作品を市
電内に掲示し運行

函館地方法務局人権擁護課
電話：0138-23-9528

243 旭川地方法務局
第41回全国中学生人権作文コンテスト旭
川地方大会表彰式

12月10日（土）13:00～14:35 旭川市大雪クリスタルホール
旭川地方大会における最優秀賞及び優秀賞
の受賞者に対する表彰

旭川地方法務局人権擁護課
電話：0166-38-1114

244 旭川地方法務局 第74回人権週間パネル展 12月4日(日)9:00～10日(土)15:00
JR稚内駅構内
　複合施設「キタカラ」

パネル展示、特設相談所（12月7日のみ）
旭川地方法務局稚内支局
電話：0162-33-1123

245 旭川地方法務局 第74回人権週間パネル展 12月2日(金)16:00～9日(金)16:00 稚内地方合同庁舎1階ロビー パネル展示
旭川地方法務局稚内支局
電話：0162-33-1123

246 旭川地方法務局
「北朝鮮拉致被害者救出運動パネル展
示」及び「人権イメージキャラクター塗り絵
展示」

12月4日(日)～10日(土)
※パネル展、塗り絵展は全日、特設相
談所は期間中いずれか1日開設

紋別市立博物館
雄武町役場
興部町中央公民館
滝上町文化センター
西興部村公民館

特設相談所、パネル展示、塗り絵展示
旭川地方法務局紋別支局
電話：0158-23-2521

247 釧路地方法務局 人権週間パネル展
12月5日（月）～9日（金）
各日8:30～17:15

釧路地方合同庁舎1階エントラン
ス

パネル展示
釧路地方法務局人権擁護課
釧路人権擁護委員協議会
電話：0154－31－5014

248 釧路地方法務局 ＮＨＫぎゃらりー展示 11月30日（水）～12月5日（月） NHK北見放送局 パネル展示
釧路地方法務局北見支局
北見人権擁護員協議会
電話：0157－23－6166

249 高松法務局 じんけんフェスタ2022かがわ

・12月3日(土)10:30～15:30(オープニン
グセレモニー、ステージイベント等)
・12月1日(木)～12月27日(火)(特設HP
からのWeb配信)

高松丸亀町商店街のレッツホー
ルや壱番街前ドーム広場ほか

・中学生人権作文コンテスト香川県大会表彰
式
・オンライントークイベント(最上もが氏、香川
県内の高校生)等

高松法務局人権擁護部第一課電
話：087-821-7850

250 徳島地方法務局 とくしま共に生きるフェスタ２０２２

１
　①11月6日（日）
　②11月13日（日）～12月3日（土）
　③12月4日（日）～12月23日（金）

２
　11月16日（水）～
　令和5年2月13日（月）
　（各開催場所の展示期間10日間）

１①　徳島県立二十一世紀館
　②③　WEB上の特設サイトで実
施
※申込要、参加無料

２　徳島県内を東部、南部及び西
部ブロックに分け、各ブロックそれ
ぞれ8か所で開催

１　講演
①言葉の責任 ネット被害者・加害者に
ならないために（スマイリーキクチ氏）
②性の多様性～初めてのLGBT入門～（星
賢人氏）
③人権文化を考える～福を運んだ人形まわ
し～（阿波木偶箱まわし保存会）

２　まちかどパネル展

徳島県未来創生文化部男女参
画・人権課
電話：088-621-2188

251 高知地方法務局
人権啓発フェスティバル
「ここるんフェスタ」

12月4日（日）9:00～15:30 高知市中央公園

人権作文コンテスト表彰式
「障害者週間の集い」表彰式
子どもじんけんミュージカル
介助犬デモストレーション
手話パフォーマンス
じんけんクイズ等

高知地方法務局人権擁護課
電話：088－822－3503

252 高知地方法務局 香美市人権フェスティバル
（予定）
12月3日(土)～16日（金）10:00～15:00

香美市中央公民館 パネル展示
高知地方法務局香美支局
電話：0887-52-3049

253 松山地方法務局 第74回人権週間パネル展 12月4日(日)～10日(土) エミフルMASAKI
パネル展示（世界人権宣言、シトラスリボン
運動）

愛媛県人権擁護委員連合会
電話：089-933-7014

254 松山地方法務局
令和4年度人権作文コンテスト・人権メッ
セージコンテスト表彰式

12月3日（土）13:50～15:40 東温市川内公民館 入賞作品の表彰及び朗読
愛媛県人権擁護委員連合会
電話：089-933-7014

255 松山地方法務局
ふれ愛フェスタ～ハートFULL
新居浜～

12月17日(土)13:00開場
13:30～15:00

新居浜市市民文化センター
中ホール

特別講演（講師：つっちょ氏）、
パネル展示

松山地方法務局西条支局
電話：0897-56-0188
新居浜市人権教育課
電話：0897-65-1243
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