
事業名 事業の概要 実施時期

憲法週間啓発 のぼりの掲出 5月１日～7日

北区人権啓発推進協議会総会 区における人権啓発事業の意見集約 6月上旬

区民カーニバルにおける啓発事業 会場内啓発ブースにおいて人権啓発推進員による啓発 10月中旬

人権週間啓発事業 人権週間啓発のぼりの掲出 12月4日～10日

北区ハートtoハート映画会 映画上映会開催による人権啓発 12月上旬

成人の日のつどいにおける啓発 人権に関するパネル展、プログラム及びチラシへの啓発標語の記載 1月9日

研修用人権ビデオの貸出し PTA、企業等にビデオ貸出し 常時

区役所内人権啓発コーナーへのチラシ配架や掲示
板へのポスター等の掲出

区役所内人権啓発コーナーへのチラシ配架や掲示板へのポスター等の掲出 常時

憲法週間啓発 区役所庁舎での懸垂幕・のぼり掲出 5月1日～5月7日

区民まつりにおける啓発 区民まつりブースにおける企画・啓発の実施 9月下旬

人権週間啓発 区役所庁舎での懸垂幕・のぼり掲出 12月

人権啓発推進員対象研修 区人権啓発推進員への人権研修の開催 年3回

校下人権研修 区人権啓発推進員による地域での人権研修や事業への支援 通年

人権週間等におけるのぼり掲出 憲法週間、人権週間におけるのぼりの掲出。 5月・12月

人権啓発推進協議会総会 27年度事業報告・28年度事業計画 6月

夏休みヒューマンシアター 人権映画会の開催。（子ども向き） 8月

人権啓発推進員の育成・研修 講演会、ビデオ学習、施設見学等 6月～2月

区民まつり等啓発活動 区民まつりにあわせて啓発物品・リーフレットの配布・人権コーナーの開設 9月

人権啓発推進員連絡会研修会 人権啓発推進員の研修 10月・2月

人権週間における街頭啓発 人権週間での駅ターミナル等での街頭啓発 11月

人権週間記念行事 人権週間での記念行事実施 11月

春休みヒューマンシアター 人権映画会の開催（大人向き） 3月

啓発資料（啓発紙）等 啓発パンフレット、ポスターの作成、配布、掲出 随時

校下人権啓発活動推進事業 研修会開催。区及び各地域での各種団体等の研修会や講演会の開催 随時

各地域での啓発活動 桜まつり等地域の交流会での人権パネル展示、啓発物品の配付等 適宜

区各種イベントでの啓発活動 区民祭り等での人権パネル展示等 適宜

児童虐待防止月間の街頭啓発活動 啓発物品の配付等 11月

人権週間の街頭啓発活動 啓発物品の配付等 12月

人権啓発推進員此花区連絡会 人権啓発事業の企画と研修 未定

人権啓発推進協議会・人権啓発推進員対象学習会 資質向上をめざした学習会の実施　（予定：ヘイトスピーチについて） 6月9日

憲法週間記念パネル展
「人権に関する作品募集事業」入選作品ポスター等デザイン・キャッチコピーのパネ
ル展示

4月26日～5月9日

子ども、親子向け人権啓発事業 内容未定 8月

区民まつりにおける街頭啓発 人権啓発コーナーにおいてパネル展示や啓発物品の配布 10月16日

人権週間街頭啓発 啓発物の配布 12月2日

人権週間人権啓発事業 内容未定 　12月

人権週間パネル展 内容未定 12月1日～12月13日

西区人権フェスタ 人権啓発イベント　年１回 11～12月

たいしょう人権展及び人・愛・ふれあいプラザ 浪速・西・港・大正４区合同開催、展示・各種催し等　年１回 12月

人権啓発関係事業、推進員研修、啓発物品等
・街頭啓発　年２回（区民まつり及び人権週間）
・啓発物品の配布　適宜実施

街頭啓発11･12月

平成28年度　区における人権啓発推進事業実施計画について

北区

都島区

福島区

此花区

中央区

西区

資料１－（２）－２
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人権セミナー（4回）
各分野の第一線で実践・活動されている方を講師として招き、人権を身近な
課題として考えてもらう

年間を通じて（4月～3月）

たいしょう人権展
浪速・西・港・大正４区合同開催、パネル展示、人権啓発ビデオコーナー、
人権標語・ポスターコーナー等　年１回

12月

人・愛・ふれあいプラザ 浪速・西・港・大正４区合同開催、人権啓発イベントの開催　年６回
12月（たいしょう人権展開催

期間に合わせて）

区広報紙による広報
講演会・研修会のトピックスや人権週間前の人権啓発特集記事及び人権標語
等の掲載等

随時

区民まつり等他の団体・行事等との連携
区民まつり他、各種団体関係行事において、人権啓発コーナーの設置や啓発
物品の配布

随時

人権週間における啓発活動
人権週間を知らせる懸垂幕を庁舎壁面に掲出するとともに、啓発物品、チラ
シ等を配布し人権週間とその意義を街頭で啓発する

人権週間期間中

ヒューマンハート港区民のつどい 公演を通して区民に人権について考え理解してもらう 未定

レインボーカフェ3710
LGBT当事者とアライ（協働パートナー）が多様性を力にできる社会づくりを
めざし、実現に向けての活動を行っている。

毎月第４火曜日

人権啓発合同研修会
地域で人権啓発を担う役員（人権啓発推進員、PTA役員、生涯学習推進員、
保護司など）が合同で、参加型研修の手法を用いて人権問題について考え
る。

1～3月

人権啓発に関連した映画上映会
気軽に参加しやすい映画鑑賞会を通じ、多くの区民に人権尊重の大切さを考
えてもらう機会とする。

11月

憲法週間における啓発活動
人権標語を書いた懸垂幕、のぼりを庁舎屋上や玄関前に掲出。また、ポス
ター、区広報紙等により、憲法週間の趣旨を区民に広くアピールする。

5月1日～7日

区民祭りにおける啓発活動 人権問題に関するパネル展示を行う。 10月

大正区ふれあい生涯学習フェスティバルにおける
啓発活動

人権問題に関するパネル展示を行う。 11月19日、20日

人権週間における啓発活動

人権標語を書いた懸垂幕、のぼりを庁舎屋上や玄関前に掲出。また、ポス
ター、区広報紙等により、憲法週間の趣旨を区民に広くアピールする。
さらに区内３か所の商店街で街頭啓発活動を行い、人権意識の高揚を呼びか
ける。

12月4日～10日

第３２回たいしょう人権展
浪速・西・港・大正区の４区で共同開催。パネル展示や人権啓発ビデオコー
ナー、人権標語・ポスターコーナー等を設置し、参加者が様々な人権問題に
ついて考える機会とする。（平成２８年度は大正区で開催）

12月6日～10日

人・愛・ふれあいプラザ

浪速・西・港・大正区の４区で共同開催。人権が尊重され、あらゆる差別を
許さない、ふれあいとぬくもりのある、人にやさしい社会の実現をめざし、
市民を対象にコンサートなどのイベントを開催し人権問題について考える機
会とする。

12月6日～11日
（たいしょう人権展開催期間

に合わせて）

憲法週間啓発事業 懸垂幕による啓発 5月

就職差別撤廃月間啓発事業 区広報紙による啓発 6月

特設人権相談 区広報紙による啓発 7月

区民まつりにおける啓発活動 区民まつり会場で街頭啓発活動及びアンケートの実施 9月

人権週間啓発事業 区広報紙、懸垂幕などによる啓発 12月

吹奏楽フェスティバルにおける啓発活動 区広報紙、懸垂幕などによる啓発、人権に関する啓発パネル展示による啓発 12月

成人の日記念のつどいにおける啓発活動 啓発冊子配布 1月

憲法週間街頭啓発
啓発物品配布、日本国憲法と基本的人権尊重の啓発
（なんばパークス）

5月2日

大阪市人権啓発推進員浪速区連絡会全体会研修会
人権問題研修
（浪速区役所）

6月

人権を考える区民のつどい 人権にかかる映画上映等（浪速区民センター） 7月

区民まつりにおける啓発 人権啓発パネル展示、啓発物品配布、レザークラフト教室等 9月

第33回落書き一掃運動兼第35回浪速区関係行政機
関等人権問題研修会

・落書き防止及び区内行政機関等事業所職員、人推員等を対象にした人権問
題研修会にかかる学習会（浪速区役所）
・啓発ビラ・啓発物品配布（なんばパークス）

9月

大阪市人権啓発推進員浪速区連絡会全体会 地域ふれあいセミナーについての企画討議（浪速区役所） 10月

浪速子ども球技大会“フレンズ・カップ・オブ・
ナニワ”

球技大会、参加小中学生への啓発物品配布（難波中学校ほか） 10月

区民文化祭における啓発
人権啓発パネル展示、啓発物品配布、たいしょう人権展の広報
（浪速区民センター）

11月

人権週間街頭啓発 啓発物品配布、人権週間にかかる人権意識普及の啓発 12月初旬

たいしょう人権展
浪速・西・港・大正4区合同開催、パネル展示、人権啓発標語・ポスター展
示等（大正区コミュニティセンター）

12月
(5日間)

人・愛・ふれあいプラザ 浪速・西・港・大正4区合同開催、人権にかかる講演・コンサート等 11月又は12月

成人の日記念のつどいにおける啓発 人権啓発パネル展示、啓発物品配布 1月

地域ふれあいセミナー 人権問題学習会の開催 2月

こどもカーニバル 「こどもカーニバル」にて、子ども対象の人権啓発コーナーを設置 3月

人権啓発だより「じんけん」の発行
28年度人権啓発事業について紹介、人推協役員・人推員・各事業所等に配布
（A3・2つ折）

3月

啓発ビデオの貸出 区民・事業所に人権問題学習教材として貸出 随時

港区

大正区

天王寺区

浪速区
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大阪市人権啓発推進員西淀川区連絡会　総会 総会　人権研修 5月

西淀川区人権啓発推進協議会　総会 総会　人権研修 6月

生涯学習との合同事業（学びの区民講座）
生涯学習推進員との共催事業
大阪や西淀川区にまつわる歴史・文化・人物等について講座を開催

6月～12月

子ども・若年層を対象とした事業
子ども映画会・ＩＴ化による人権問題・トークライブ・著名人講演会などの
人権啓発イベント、バザーを開催。

8月

区民まつりでの啓発活動 人権に関するアンケートの実施　啓発物品の配付 9月

外国籍住民と地域コミュニティをつなぐ交流事業 地域交流会開催　区民まつりへ出演・出店 9月～2月

人権週間記念事業 人権週間にコンサートや講演会などの人権啓発イベントを開催 12月

ＰＴＡとの合同人権研修
ＰＴＡの人権担当と人推員の合同研修
参加型のワークショップを通してＰＴＡとの交流を図る

2月

大阪市人権啓発推進員西淀川区連絡会　全体会 人推員の全体会　人権研修 3月

地域人権研修 人推員主催の地域での研修会（５地域） 通年

人権啓発推進会議の開催
区内各種団体の代表者等で構成された会議を開催し、区の人権啓発の方針に
ついて意見を聴取するとともに、参加者の理解、取組への協力を求める。

4月

人権学習講座
子どもの人権、中でも特に「SNSの利用に潜む危険性」をテーマとして学習
講座を開催する。

9月・12月

区役所における人権相談
区民に身近な区役所で人権相談を通年開設し、区役所内連携はもちろんのこ
と諸機関と連携をはかりながら、人権問題の解決に向けて取り組む。

通年

区民人権よろずおしゃべりコーナー
区民が気軽に話をできる場として、人権啓発推進員により区役所１階人権啓
発コーナーで毎月第3火曜日に開催する。

通年

次代を担う少年少女に対する人権啓発活動
小中学校において、人権啓発推進員による啓発活動を実施することにより、
次代を担う子どもたちの人権意識の醸成・向上を図る。

9月～翌年1月

淀川区内社会教育関係団体等学習会経費一部負担
事業

淀川区内の社会教育関係団体をはじめとする団体が行う構成員向けの学習会
の経費を一部負担する（講師謝礼金の一部負担）。

9月～翌年2月

人権啓発情報の発信
区の人権啓発の取組について、区広報紙・ホームページ・ツイッター等によ
り随時情報発信していく。また、若年層向け人権啓発チラシを作成し、配布
する。

随時

カラ―チラシ等へのレインボーロゴ表記
淀川区役所が作成するカラーチラシ等にレインボーロゴを表記し、淀川区役
所のLGBT支援を当事者を含む市民へアピールする。

随時

憲法週間啓発事業 期間中に、啓発を行う。 5月

就職差別撤廃月間啓発事業 期間中に、啓発を行う。 6月

東淀川区人権講演会 講演会 6～7月

区民まつりにおける人権啓発 人権啓発コーナーを設置する。 9月18日

地域人権リーダー養成講座 地域公共人材を育成する。 未定

障がい者週間啓発事業 期間中に、啓発を行う。 12月

人権週間啓発事業 期間中に、啓発を行う。 12月

憲法週間にかかる啓発事業 ５月の憲法週間に合わせて街頭啓発を実施 5月

人権啓発推進員等育成事業
区内の人権啓発活動に関わっている地域団体の代表及び人推員が集まる人権
啓発推進協議会総会に合わせて人推員等を対象に人権啓発にかかる研修を実
施

6月

区民まつりにおける人権啓発ブースでの啓発 区民まつりにおいて、人権啓発ブースを設置し、多文化共生等の啓発を行う 8月

人権週間にかかる啓発事業 １２月の人権週間に合わせて、街頭啓発及び人権啓発イベントを実施 12月

ヒューマンライツシアター 春休みの子ども向けの人権啓発イベントとして人権に関わる映画会を実施 3月

校下人権啓発学習会等 校下に根ざした人権啓発活動事業。講演や人権ビデオの上映など 随時

憲法週間啓発事業 のぼり等による啓発 5月

紫陽花まつり、生野まつりでの啓発
多数の参加者があるイベントにおいて、パネル展、アンケート調査、啓発物
品の配布等

6月、10月

こどもヒューマンシアター 夏・春休み期間におけるこどもを対象とした映画による啓発 8月・3月

人権週間における啓発
人権週間に合わせた講演会やイベント等の実施、区の広報紙、のぼり等によ
る啓発

12月

人権広報紙「ふれ愛」の発行 人権啓発推進員と協働した広報紙による啓発 12月

地域人権講座
地域・ブロックごとの人権推進員が中心となって地域のニーズに応じた人権
講座などを企画し、啓発を行う

未定

人権啓発推進員研修 人権啓発推進員を対象とした研修 未定

区マスコットキャラクター「いくみん」を活用し
た啓発

人権標語等を表示した「いくみん」のぬいぐるみを庁舎窓口に設置 通年

人権啓発パネルによる啓発 地域イベント等で人権啓発パネルによる啓発 通年

転入者向け啓発事業
転入者向け説明資料（転入パック）を人権標語及び相談電話番号を記載した
ファイルに封入して配布

通年

PTA・社会教育関係団体等学習助成事業 PTAや社会教育関係団体等が実施する学習会における講師謝礼を助成 通年

西淀川区

淀川区

東淀川区

東成区

生野区
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憲法週間記念事業
戦後70年記念事業啓発用映像「今、君たちに伝えたい、決して忘れてはなら
ないこと～体験者が語る戦争～」上映会

5月21日（土）

夏休みふれあいシアター 小中学生を主なターゲットとした映画を上映 夏休み期間

「じんけんあさひ」発行
毎年異なるテーマを取り上げた特集記事や、人権相談窓口一覧などを掲載し
た広報紙を人権啓発推進員や区の人権団体との協力により作成。

12月1日

人権週間記念事業 街頭啓発を行うとともに、講演会等のイベントを実施（詳細未定） 12月

人権を考える区民のつどい 人権について考える契機となるようなイベントを実施（詳細未定） 2月

にほんご教室
有償ボランティアスタッフが区内の外国人を中心とした生徒に、レベル別に
日本語の読み書きを教える。

通年

夏休み人権啓発事業
夏休み期間に、主に子どもを対象に、「人権」を身近な問題だと体得できる
機会を提供する。（H28テーマ：「同和問題」）

8月11日（祝・木）

校下人権学習会
区内１６校下にて、校下の人権啓発推進員と連携・協働し、課題・ニーズに
応じた人権学習会を行う。

9～11月

人権週間における人権啓発事業
人権週間に、広く区民に、「人権」を自分の問題として考えるきっかけとな
る機会を提供する。（H28テーマ：「外国人」）

12月10日（土）

人権週間街頭啓発活動
区内４ケ所にて、地域団体および人権啓発に関わる団体とともに啓発活動を
行う。

12月

人権週間パネル展 人権週間に、区役所ロビーにて人権啓発に関するパネル展示を行う。 12月

その他啓発活動 生涯学習フェスティバル、成人の日記念のつどい等にて、啓発活動を行う。 随時

憲法週間啓発活動 のぼり掲出、人権啓発推進員・区役所職員による街頭啓発 5月

「愛LOVEこどもフェスタ」における啓発活動 のぼり・ポスター掲出、啓発物品の配付 5月

校下別人権学習会
各小学校校下において、校下の人権啓発推進員が中心となり、講演や映画、
音楽等による学習会を実施

7月～2月

「区民まつり」における啓発活動 人権啓発パネル展示、人権アンケート実施、啓発物品の配付 9月

人権週間啓発活動 のぼり掲出、人権啓発推進員・区役所職員による街頭啓発 12月

鶴見区人権を考えるつどい
『絆の玉手箱Ⅶ』と題し、地域での活動団体の舞台と、プロの講演等による
人権啓発イベント

12月

「成人の日記念のつどい」における啓発 懸垂幕による啓発、啓発物品配付 1月

人権啓発セミナー 講演会、人権啓発パネル展示 6月、1月

人権啓発推進員研修会 講演会、ビデオ等による学習会 年2～3回

憲法週間事業 のぼりによる啓発 5月

人権講演会 人権啓発推進員、PTA人権担当等を対象にした人権講演会 6月

人権講演会 「社会を明るくする運動阿倍野区推進会議」と連携した人権講演会 7月

区民まつりにおける啓発 人権パネルによる啓発 10月

アベノトモクラシ― 体験学習を取り入れた共生社会を考えるイベント 10月

人権講座
人権啓発推進員、PTA人権担当等を対象にした人権講座
（講演会・スポーツレクレーションなど）（3回程度）

1２月

人権週間における啓発事業
区役所内で、人権週間の趣旨を区民にアピールすることをめざして、街頭啓
発及び、区役所にて啓発パネル・のぼりの掲出

12月

社会教育関係団体等学習会助成事業 社会教育関係団体等が実施する学習会における講師謝礼を助成 通年

地区人権学習会（１１地区）
「人権学習会」を、区内各地区の学校施設や会館という区民に身近な会場に
おいて開催する。（公募型プロポーザル方式で業務委託）

平成28年7月～
平成29年3月

じんけん学習会
大阪市人権啓発推進員住之江区連絡会との協働により、住民代表である推進
員自らが講師・進行役を務める学習会を開催する。

未定

人権啓発紙「あゆみ」の発行
年度末発行の区広報紙の増刷ページとして人権啓発紙を発行。編集等に人権
啓発推進員が参画。

平成29年2月

その他
成人の日記念のつどい・生涯学習フェスティバル・人権週間等の機会に啓発
活動を実施予定。内容は未定

随時

旭区

城東区

鶴見区

阿倍野区

住之江区



事業名 事業の概要 実施時期

平成28年度　区における人権啓発推進事業実施計画について 資料１－（２）－２

就職差別撤廃月間
・インターネット（ＨＰ）による啓発広告の掲載、電子掲示板でのスライド
ショーの掲示

6月

すみよしまつりでの啓発活動支援 ・すみよしまつりの場において、人権擁護委員ブース出展の支援をする。 10月

思いやりカレンダー

・7月に「思いやり」をテーマにしたパステルイラスト講座を開催する。
・8月にイラストを展示し観覧者の投票でどのイラストを何月のイラストに
採用するかを決定する。
・広報すみよし12月号に掲載された人権啓発記事「ひろがり」への感想を寄
せた方や11月の人権啓発イベントに参加されアンケートを回答された方にカ
レンダーをお渡しする。

7月～12月

人権啓発イベント・ワークショップ

人権週間イベントに向け、人推員および区民が主体となって取り組めるよう
工夫する。
・7月～10月の4回ワークショップを開催し、人推員、区内在住在勤在学の
方、参加していただき、イベント内容を決定する。
・広報すみよし10月号にイベント告知記事を掲載する。
・11月人権啓発イベントを開催する。
・12月振り返りワークショップをイベント参加者と職員とで開催する。

7月～12月

人権啓発記事「ひろがり」
・広報すみよし11月号または12月号に人権啓発記事「ひろがり」を掲載す
る。

11月または12月

人権週間啓発
・インターネット（ＨＰ）による啓発広告の掲載、区役所周辺におけるのぼ
りの設置、電子掲示板でのスライドショーの掲示を行う。

12月

すみよし文化フェスティバルにおける啓発活動

生涯学習をはじめとした、区内の各種文化活動の発表の場として開催され
る、すみよし文化フェスティバルにおいて、人権啓発ブースを設けて、パネ
ル展示をおこなうとともに、人権にかかわる体験コーナーを設置し、人推員
が中心的に企画実施する。

2月

人権啓発推進員連絡会活動
定期的に幹事会を開催し、情報交換をおこなうとともに、年間での活動計画
を考えたり、新たな活動のアイデアを考え、企画実施していく。

通年

住吉区まなび・つながりネットワーク
区内における各種団体との交流促進を図りながら、人権啓発部会の活動をお
こないながら、会員を対象とした研修などを企画実施する。

随時

東住吉区小中学生人権標語コンクール
区内に在住・在学の小中学生に人権をテーマにした標語を作成してもらい、
人権の大切さを考える機会を提供するとともに、入選作品を区の主要行事等
で展示活用し、区民の人権意識の高揚を図る。

【募集期間】
夏休み期間中

東住吉区民フェスティバルにおける人権啓発活動 長居公園で開催される区民フェスティバルにおいて、人権啓発活動を行う。 10月

人権週間啓発活動 広報紙・のぼりなどにて啓発するほか、区内主要駅前で街頭啓発を行う。 12月4日～10日

東住吉区人権映画会
人権が尊重されるまちづくりを推進するため人権について考える機会を提供
する。

未定

のびのび・ワクワク体験広場 人形劇等、子ども対象の人権啓発活動を行う。 未定

人権啓発イベント
人権が尊重されるまちづくりを推進するため人権について考える機会を提供
する。

未定
（年2回程度）

人権啓発推進員育成事業
地域において啓発活動を担う推進員を対象に、そのスキルアップを目的とし
て研修会を実施する。

通年
（年4回程度）

校下人権啓発活動推進事業（区内14校区）
地域において指導的役割にある人権啓発推進員が、活動内容にある「地域レ
ベルでの啓発事業」を実施する。

通年

人権啓発企画会議及び人権啓発推進員幹事会 人権啓発推進員と行政が年間の啓発事業の企画運営について検討する。
通年

（年4回程度）

人権啓発推進員育成事業
人権啓発推進員の育成のための研修会及び人権関連施設での施設見学会の開
催

6月・2月

若年層との連携事業 区内大学の学生等若年層と連携した人権啓発活動を行う 8月20日

人・愛・ふれあいプラザ事業 人権を身近に感じ、学んでいただくための講演会等の開催 12月上旬予定

人権週間啓発事業 区役所内・地域一円にて啓発アナウンス及び街頭啓発活動を行う 12月4日～10日

憲法週間 のぼり掲出 5月1日～7日

西成区人権を考える区民のつどい① 映画会（詳細未定） 9月3日予定

西成区行政機関等人権啓発推進連絡会　人権研修 研修（対象：区内行政機関等における新規採用者、転任者） 9月予定

西成区体育レクリエーションでの啓発 のぼり掲出 10月16日

西成区民まつりでの啓発 啓発物品の配布・パネル展示 11月13日予定

あったかハートをつないで　人権啓発講座 詳細未定 12月予定

人権週間 のぼり掲出 12月４日～10日

西成区人権を考える区民のつどい② 音楽イベント（詳細未定） 2月12日予定

西成区生涯学習フェスティバルでの啓発 啓発物品の配布・パネル展示 3月5日

人権講座「“じんけん”いろは楽習」 連続講座を２回程度開催（内容未定） 3月予定

区広報紙への啓発記事掲載 人権週間等の周知、人権コラム 通年

西成区

住吉区

東住吉区

平野区


