
令和元年10月21日時点

市町村 項目 街頭啓発 各種イベント等の開催

街頭啓発
11/1（金）13:30～　シティ和歌山
（和歌山市人権委員と共同実施）

街頭啓発
11/2（土）10:00～　和歌山市駅　他4カ所
（和歌山市人権委員と共同実施）

街頭啓発
11/５（火）9:30～　スーパー松源吉礼駅前店　他8カ所
（和歌山市人権委員と共同実施）

街頭啓発
11/6（水）10:00～　スーパー松源和歌山インター店
他3カ所
（和歌山市人権委員と共同実施）

街頭啓発
11/7（木）10:00～　スーパー松源西浜店　他10カ所
（和歌山市人権委員と共同実施）

街頭啓発
11/9（土）10:00～　スーパーセンターオークワ
　　　　　　　　　　　パームシティ和歌山店
（和歌山市人権委員と共同実施）

イベント

11/21（木）14:00～15:30　和歌山市人権講座
〇和歌山市民会館小ホール
〇講師：林家　染二
〇演題：「笑いと情けが人の輪をひろげる」
（市教育委員会、和歌山市人権委員会と共同実施）

イベント
11/9（土）～11/16（土）　人権啓発ポスター等展示会
〇海南市民交流センター展示室

街頭啓発
11/16（土）12:30～13:30　海南市民交流センター
（海南市人権尊重推進協議会と共同実施）

イベント

11/16（土）13:30～16:00　かいなん人権フェスティバル
〇海南市民交流センター
〇人権ポスターの展示や講演会
〇講師：松本　隆博
〇演題：「親子の絆」

街頭啓発
12／4（水）7:30～8:00　ＪＲ海南駅　他1カ所
（人権擁護委員と共同実施）

街頭啓発
11/2（土）9:30～11:30　紀美野町文化センター　他1カ所
（紀美野町人権委員会と共同実施）

街頭啓発
11/3（日）9:30～11:30　紀美野町文化センター　他1カ所
（紀美野町人権委員会と共同実施）

街頭啓発
11/４（月）9:00～16:00　中央公民館
（紀美野町人権委員会と共同実施）

イベント
11/2（土）～11/4（月）　人権啓発ポスター展
〇紀美野町文化センター

街頭啓発 11/1（金）7:00～8:30　JR打田駅　他5カ所

街頭啓発 11/2（土）9:00～10:00　文化祭（粉河会場）　他2カ所

街頭啓発 11/13（水）10:00～11:00　スーパーネゴロ打田店

イベント

11/9（土）13:30～15:30　紀の川市人権講演会
〇紀の川市役所南別館ホール田園
〇講師：髙嶋　仁（智弁高校野球部名誉監督）
　演題：「育てつつ、育てられ、教えつつ、教えられ」

街頭啓発
11/1（金）7:00～8:15　JR岩出駅　他1カ所
（岩出市人権啓発推進委員と共同実施）

街頭啓発
11/2（土）10:00～11:00　岩出市民総合体育館
（岩出市人権啓発推進委員と共同実施）

イベント
11/２（土）、11/３（日）　人権啓発ポスター展
〇岩出市民総合体育館大ホール
〇市内小中学校の児童生徒たちの人権ポスター展

街頭啓発 11/13（水）16:00～17:00　オークワミレニアシティ岩出店

イベント

11/17（日）13：30～16：00　人権のつどい
〇岩出市民総合体育館小ホール
〇市内小中学校児童生徒による人権作文の発表
〇講演「21世紀の子どもたちへ」

街頭啓発
11/17（日）13:00～13:30　岩出市民総合体育館
（岩出市人権啓発推進委員、人権擁護委員と共同実施）

街頭啓発
12/4（水）10:30～11:30　スーパーネゴロ岩出店　他1カ所
（人権擁護委員と共同実施）

紀の川市

＜担当課室名＞
人権施策推進課
●ＴＥＬ
0736－77－2511
●ＦＡＸ
0736－77－0917

岩出市

＜担当課室名＞
地域福祉課
●ＴＥＬ
0736－62－2141
●ＦＡＸ
0736－63－0075

紀美野町

＜担当課室名＞
教育課
●ＴＥＬ
073－489－5915
●ＦＡＸ
073－489－2510

各市町村における令和元年度「人権を考える強調月間」「同和運動推進月間」中の主な取組 （別添資料２）

和歌山市

＜担当課室名＞
人権同和施策課
●ＴＥＬ
073－435－1058
●ＦＡＸ
073－435－1363

海南市

＜担当課室名＞
市民交流課
●ＴＥＬ
073－483－8439
●ＦＡＸ
073－482－0099



令和元年10月21日時点

市町村 項目 街頭啓発 各種イベント等の開催

各市町村における令和元年度「人権を考える強調月間」「同和運動推進月間」中の主な取組 （別添資料２）

イベント
11/2（土）～11/4（月）　人権啓発パネル展
〇橋本市教育文化館3階　第３研修室

街頭啓発 11/4（月）　9:30～10:30　まっせ橋本会場

街頭啓発 11/5（火）　7:20～8:30　市内小中学校

イベント

11/9（土）13:00～15:30　人権啓発の集い
〇橋本市民会館　ホール
〇講師：大島　花子
〇演題：「うつくしい命　家族の絆～見上げてごらん夜の星を
～」

街頭啓発
11/12（火）10:30～11:30　スーパーセンターオークワ橋本
店
（法務局と共同実施）

街頭啓発 11/24（日）　9:00～10:00　すこやか橋本まなびの日会場

街頭啓発 12/9（月）　9:00～11:00　オークワ高野口店　他5か所

街頭啓発 11/12（火）10:30～11:30　松源妙寺店

イベント
11/16日（土）10:00～　第31回かつらぎ町産業祭り
〇かつらぎ公園グラウンド
〇啓発用チラシ配布・パネル展示他

イベント

11/24(日）11:00～　人権フェスティバル2019愛かつらぎ
〇かつらぎ総合文化会館
〇人権作文・ポスター表彰式
〇福祉の仕事相談コーナー
〇人権講演会
　講師：悠　以氏　演題：「自分らしく生きる」
〇人権ポスター展示(11/29　16時まで）

街頭啓発 11/3（日）12:00～13:00　九度山町中央公民館

街頭啓発 11/23（土）12:00～13:00　河根中学校

イベント

11/29（金）13:00～15:00　人権講演会
〇九度山中学校
〇講師：ちゃんへん｡
〇演題：「あきらめない心」

街頭啓発 12/2(月）6:30～8:30　南海電鉄九度山駅　他2か所

啓発物品配布
11/1（金）～12/10（火）
　総本山金剛峯寺内拝受付　他2カ所で啓発物品を配布

街頭啓発
12/4（水）10:00～　高野町役場前　他1カ所
（高野町人権推進委員、人権擁護委員と共同実施）

街頭啓発
11/5（火）9:30～　オークワ箕島店　他3カ所
（有田市人権尊重委員会と共同実施）

街頭啓発
11/13（水）7:50～　箕島高校
（有田市人権尊重委員会と共同実施）

街頭啓発
12/4（水）9:30～　オークワ箕島店　他1カ所
（人権擁護委員、市内小中学校長と共同実施）

街頭啓発
11/3（日）12:30～　湯浅町総合センター（ゆあさYYまつ
り）
（湯浅町人権尊重委員会と共同実施）

イベント
11/3（日）13:30～15:00　ゆあさＹＹまつり
〇湯浅町総合センター
〇太田　恭治による講演会

人権相談
11/3（日）10:00～13:00　人権相談コーナーを開設
〇湯浅町総合センター
（人権擁護委員と共同実施）

人権相談

11/5（火）9:30～16:00　心配事相談所及び人権相談所を合
同開設
〇湯浅町地域社会福祉センター
（人権擁護委員と共同実施）

街頭啓発
11/15（金）7:40～　耐久高校
（耐久高校生徒会、広川町、湯浅町人権尊重委員会、広川町人権
啓発推進委員会と共同実施）

かつらぎ町

＜担当課室名＞
教育委員会生涯学習課
●ＴＥＬ
0736－22－0303
●ＦＡＸ
0736－22－7102

九度山町

＜担当課室名＞
社会教育課
●ＴＥＬ
0736－54－2019
●ＦＡＸ
0736－54－4670

高野町

＜担当課室名＞
総務課
●ＴＥＬ
0736－56－3000
●ＦＡＸ
0736－56－4745

有田市

＜担当課室名＞
市民課
●ＴＥＬ
0737－22－3558
●ＦＡＸ
0737－83－6332

湯浅町

＜担当課室名＞
人権推進課
●ＴＥＬ
0737－64－1126
●ＦＡＸ
0737－63－3792

橋本市

＜担当課室名＞
人権・男女共同推進室
●ＴＥＬ
0736－33－1229
●ＦＡＸ
0736－33－1665



令和元年10月21日時点

市町村 項目 街頭啓発 各種イベント等の開催

各市町村における令和元年度「人権を考える強調月間」「同和運動推進月間」中の主な取組 （別添資料２）

街頭啓発 11/3（日）10:00～11:00　役場周辺（町ふるさと祭り）

街頭啓発
11/15（金）7:４0～　耐久高校
（耐久高校生徒会、湯浅町、湯浅町人権尊重委員会、広川町人権
啓発推進委員会と共同実施）

街頭啓発
12/4（水）10:00～11:00　セレモ広川前
（人権擁護委員と共同実施）

イベント
11/2（土）～3（日）人権標語優秀作品の展示
清水文化センター

街頭啓発
11/14（木）8:00～　有田中央高校
（有田中央高校生徒会、人権機関有田川と共同実施）

イベント
11/17（日）人権標語優秀作品の展示
ふれあいの丘スポーツパーク

街頭啓発
11／1（金）7:00～8:30　ＪＲ御坊駅
（御坊市人権啓発推進協議会と共同実施）

街頭啓発
11／2（土）11:00～12:00　オークワロマンシティ御坊店
（御坊市人権啓発推進協議会と共同実施）

街頭啓発
11/6（水）16:00～16:30　オークワロマンシティ御坊店
（紀央館高校生徒、御坊市人権啓発推進協議会と共同実施）

イベント

11/23（土）14:00～15:30　御坊市人権講演会
〇御坊市民文化会館大ホール
〇講師：蓮池　薫
○演題：「夢と絆　～翻弄された運命の中で～」

イベント

11/28（木）10:00～11:45/13:30～15:15
御坊市職員人権研修会
〇講師：中尾　由喜雄
○演題：「人権文化豊かなまちづくりに向けて　～阪神・淡路
大震災が教えたもの～」

街頭啓発
12/4（水）7:00～8:30　JＲ御坊駅
（法務局、人権擁護委員と共同実施）

街頭啓発
12/4（火）15:30～16:30　オークワロマンシティ御坊店
（社会福祉法人　太陽福祉会、法務局、人権擁護委員と共同実
施）

イベント

11/9（土）13:30～15:00　美浜町人権教育講演会
〇町地域福祉センター
〇講師：増岡　弘
〇演題：「すべてのものに心をこめて」

街頭啓発
12/4(水）15：00～16:00　ＷＡＹ美浜店　他1カ所
（人権擁護委員と共同実施）

人権相談
12/4(水）13:00～14:00　特設相談所
〇中央公民館
（人権擁護委員と共同実施）

街頭啓発 11/12（火）6:30～7:30 ＪＲ紀伊内原駅　他1カ所

イベント

11/19（火）13:30～15:30 　人権講演会
〇日高町中央公民館
O 講師：岩﨑　順子
○演題：「大切な人だからこそ言えない言葉ってありますよ
ね」
（日高町人権尊重推進委員会と共同実施）

街頭啓発 12/4（火）9:00～10:00 Ａコープひだか店

イベント

12/1(日）13:00～15:00 人権講演会
〇由良町中央公民館
〇講師：関守　研悟
〇演題：「いのち輝いて～歌とともに～」

人権相談
12月上旬　13:00～15:00　人権特設相談
〇由良町役場

街頭啓発
12月上旬　Ａコープゆら店
（法務局と共同実施）

日高町

＜担当課室名＞
住民福祉課
●ＴＥＬ
0738－63－3800
●ＦＡＸ
0738－63－3846

由良町

＜担当課室名＞
住民福祉課
●ＴＥＬ
0738－65－0201
●ＦＡＸ
0738－65－3507

有田川町

＜担当課室名＞
社会教育課
●ＴＥＬ
0737－52－2111
●ＦＡＸ
0737－32－4827

御坊市

＜担当課室名＞
社会福祉課人権・男女共
同参画推進室
●ＴＥＬ
0738－23－5508
●ＦＡＸ
0738－24－2390

美浜町

＜担当課室名＞
教育委員会教育課
●ＴＥＬ
0738－22－7309
●ＦＡＸ
0738－23－5063

広川町

＜担当課室名＞
総務課
●ＴＥＬ
0737－23－7732
●ＦＡＸ
0737－62－2407



令和元年10月21日時点

市町村 項目 街頭啓発 各種イベント等の開催

各市町村における令和元年度「人権を考える強調月間」「同和運動推進月間」中の主な取組 （別添資料２）

印南町

＜担当課室名＞
教育課
●ＴＥＬ
0738－42－1702
●ＦＡＸ
0738－42－1577

街頭啓発
11/22（金）16:00～17:00　Ａコープ印南店
（印南中学生と共同実施）

イベント
未定　映画上映会
〇みなべ町保健福祉センター

街頭啓発
12/4(水）　Ａコープみなべ店
（法務局と共同実施）

啓発物品配布 11/1（金）～12/10（火）　みなべ町役場　他5カ所

街頭啓発 11/3（日）9:30～11:00　日高川交流センター 他1箇所

イベント

11/16（土）13:30～15:00　日高川町人権教育講演会
〇日高川交流センター
〇講師：ジェフ・バークランド
〇演題：「あってはいけない違い　なくてはならない個性」

街頭啓発 11/17（日）10:30～11:30　平スポーツセンター

街頭啓発
11/1（金）16:00～17:00　オークワパビリオンシティ田辺店
他1か所

街頭啓発
11/2（土）9:00～12:00　南部センター（なんぶフェスティ
バル）

街頭啓発
11/11（月）16:00～17:00　オークワパビリオンシティ田辺
店　他1か所

イベント
11/12（火）13:15～13:45  人権の花、紙風船事業
〇中芳養小学校
（人権擁護委員と共同実施）

街頭啓発
11/24（日）10:00～12:00　龍神市民センター（翔龍祭）
（人権擁護委員と共同実施）

街頭啓発
11/24（日）9:00～11:00　中辺路コミュニティセンター
（中辺路文化祭）

イベント
12/4(水）　人権教室
〇近野小学校
（人権擁護委員と共同実施）

街頭啓発
12/4（水）15:30～16:30　オークワパビリオンシティ田辺店
他1か所
（法務局と共同実施）

街頭啓発 12/4（水）10:00～11:30　町内各スーパー3か所

人権相談
12/4（水）13:30～15:00　特設人権相談室の設置
〇町役場　他2カ所

街頭啓発
11/15（金）16:00～　スーパーセンターオークワ上富田店
他1か所

街頭啓発
12/5（木）15:00～　スーパーエバグリーン上富田店　他1か
所

街頭啓発 11/6（水）11:00～11:30　オークワすさみ店

街頭啓発 11/20（水）11:00～11:30　オークワすさみ店

街頭啓発 12/4（水）11:00～11:30　オークワすさみ店

上富田町

＜担当課室名＞
総務政策課
●ＴＥＬ
0739－34－2370
●ＦＡＸ
0739－47－4005

すさみ町

＜担当課室名＞
総務課
●ＴＥＬ
0739－55－2004
●ＦＡＸ
0739－55－4810

日高川町

＜担当課室名＞
教育課
●ＴＥＬ
0738－22－8816
●ＦＡＸ
0738－24－0514

田辺市

＜担当課室名＞
人権推進課
●ＴＥＬ
0739－26－9912
●ＦＡＸ
0739－22－5310

白浜町

＜担当課室名＞
総務課
●ＴＥＬ
0739－43－5555
●ＦＡＸ
0739－43－5353

みなべ町

＜担当課室名＞
教育学習課
●ＴＥＬ
0739－74－3134
●ＦＡＸ
0739－74－3621



令和元年10月21日時点

市町村 項目 街頭啓発 各種イベント等の開催

各市町村における令和元年度「人権を考える強調月間」「同和運動推進月間」中の主な取組 （別添資料２）

街頭啓発
11/1（金）11:00～12:00　スーパーセンターオークワ南紀店
他1カ所

イベント

11/16（土）13:30～15:00　市民のつどい2019.ふれ愛講
座
〇市役所別館大会議室
〇講師：池田　清美
〇「いじめと差別をなくそう（仮）」

街頭啓発
11/1（金）10:15～11:30　ローソン勝浦朝日店　他8カ所
（那智勝浦町町議会議員、那智勝浦町人権尊重推進委員、人権相
談員と共同実施）

イベント
11/29（金）
役場本庁において、小中学生を対象に募集した人権作文等の入
選作品の表彰

街頭啓発 11/3（日）　太地浦くじらまつり会場

イベント
11/27（水）19:00～20:30　人権啓発講演会
〇太地町公民館
〇講師：立木　早絵

古座川町

＜担当課室名＞
住民生活課
●ＴＥＬ
0735－72－0180
●ＦＡＸ
0735－72－1858

啓発物品配布
11/17（日）人権啓発物品を配布
明神小中学校

啓発物品配布 村内全戸に啓発物資を配布

広報誌 広報誌へ人権に係る記事を掲載し、村内全戸に配布

啓発物品配布
11/1（金）町内全戸に人権講演会のチラシを配布
（裏面で両月間及び法施行の周知記事）

街頭啓発 11/8（金）9:30～10:30 オークワ串本店　他3カ所

イベント

12/4（水）19:00～20:30　人権講演会
〇串本町文化センター
〇講師：太田　恭治
〇演題：「皮の文化の担い手たち」
〇演奏；独楽による和楽器演奏

串本町

＜担当課室名＞
住民課
●ＴＥＬ
0735－72－0081
●ＦＡＸ
0735－72－6022

那智勝浦町

＜担当課室名＞
福祉課
●ＴＥＬ
0735－52－2945
●ＦＡＸ
0735－52－8635

太地町

＜担当課室名＞
住民福祉課
●ＴＥＬ
0735－59－2335
●ＦＡＸ
0735－59－2801

北山村

＜担当課室名＞
教育委員会
●ＴＥＬ
0735－49－2331
●ＦＡＸ
0735－49－2207

新宮市

＜担当課室名＞
人権政策課
●ＴＥＬ
0735－23－3333
●ＦＡＸ
0735－21－5518


