
区名 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

就職差別撤廃月間 広報紙への掲載 6月

こどもを対象とした平和学習 平和に関するパネルや資料展示、ＤＶＤ上映等 8月

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月中旬

北朝鮮人権侵害問題啓発週間 パネル展示、チラシ設置等 12月10日～16日

ＬＧＢＴなどの性的少数者に配慮した取組み パネル展示、チラシ設置等 12月中旬

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14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

区役所内でのポスター掲示及びチラシ配架 区役所内でポスター掲示及びチラシ配架 常時

区民センター内でのチラシ配架 区民センター内でチラシを配架 随時

憲法週間啓発 区役所庁舎でののぼり掲出 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28日

人権週間啓発 区役所庁舎でののぼり掲出 12月4日～10日

成人の日のつどいにおける啓発 成人の日のつどいにおける啓発ポスター展示 1月13日

生涯学習フェスティバルにおける啓発 生涯学習フェスティバルにおける啓発ポスターの展示 3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2回程度

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

区役所1階掲示板等での人権啓発・広報 人権啓発ポスター掲出やチラシの配架 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 30年度事業報告・31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 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 10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

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

拉致問題啓発活動 パネル展示・リーフレットの配布・講演会 各事業にて

各地域での啓発活動 地域の交流会での人権啓発パネル展示、啓発物品の配布等 随時

区民まつりでの啓発活動 人権啓発クイズ、人権パネル展示、啓発物品の配布 １０月

児童虐待防止月間の街頭啓発活動 啓発物品の配布等 １１月

人権週間の街頭啓発活動 啓発物品の配布等 １２月

人権啓発推進員此花区連絡会 人権啓発事業の検討等 随時

人権啓発推進員研修 人権啓発推進員への人権研修の開催 随時

憲法週間パネル展 「沖縄戦とひめゆり学徒隊」パネル展 ４月２３日（火）～５月１０日（金）

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：大人が変われば子どもが変わる～地域で家族でみんなで子育て～）

６月１１日（火）

中央区内小学校対象盲導犬学習会 トレーナーの講演会および盲導犬のデモストレーション 各学校希望日

中央区内中学校対象手話学習会 中央区内の手話サークルの方が講師となっての講演会 各学校希望日

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２０日（日）

人権週間街頭啓発 啓発物品の配布 １２月５日（木）（予定）

人権啓発推進員対象学習会 予定：学習会（多文化共生） １１月（予定）

人権週間啓発事業 予定：講演会（多文化共生） １２月（予定）

地域文化祭「たんぽぽの会」 「沖縄戦とひめゆり学徒隊」パネル展 １２月１日（日）

人権週間パネル展 予定：多文化共生パネル展 １２月４日（水）～１０日（火）

西区人権フェスタ 人権啓発イベント　年１回 10～12月

にし人権展及び人・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

西区３中学校下人権啓発活動事業 PTA対象の人権研修会　年1回 10～12月

人権啓発関係事業、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

令和元年度　区における人権啓発推進事業実施計画

北区

都島区

福島区

中央区

西区

此花区

資料 ２－２



人権セミナー
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（年間を通じて数回）

年間を通じて
（４月～３月）

にし人権展
西・大正・浪速・港４区合同開催、パネル展示、人権啓発DVD上映、人権標語・ポスターコー
ナー等

12月

人・愛・ふれあいプラザ 西・大正・浪速・港４区合同開催、人権啓発イベント開催
12月（にし人権展開催期間にあ

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等の掲載等 随時

人権啓発だよりの発行 区が実施した人権啓発に関する記事の掲載 年１回

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

12月4日～10日

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
ての企画や話し合いを行う。※ヒューマンハート原稿記事の作成。区民まつりでの人権啓発
コーナーの企画など

毎月第４火曜日

レインボーみなりんプロジェクト

ＬＧＢＴをはじめとした多様な人々が住みやすい、また活躍できるまちづくりに向けて、区役所が
率先して取組み、区内の事業者の取組みを促進する「レインボーみなりん」プロジェクトを実施
する。具体には、障がい者をはじめ高齢者・妊婦等、トランスジェンダーの方も含めて、あらゆる
人たちが利用しやすい多目的トイレの設置を奨励するため、「みなりん」ステッカーを多目的トイ
レに掲出する取組みを行うとともに、受付窓口にレインボーみなりんマーク（仮称）と耳（筆談）
マークを表示する取組みをすすめる。

随時

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現する校下に根ざした人権啓発活動事業における各地域で
の各種団体等の研修会、講演会の開催及び人権DVD等の上映などにかかる講師謝礼等を助
成

随時

人権擁護委員による「特設人権相談所」 人権相談 6月

憲法週間 人権標語の懸垂幕、のぼりを掲出し広報紙等も活用して広く市民に啓発する ５月

区民まつり パネル展示による人権啓発 １０月

人権週間 人権標語の懸垂幕、のぼりを掲出し広報紙等も活用して広く市民に啓発する １２月

にし人権展 ４区合同による事業、具体的内容については今後協議 １２月頃

人・愛・ふれあいプラザ ４区合同による事業、具体的内容については今後協議 １２月頃

拉致問題、北朝鮮による人権侵害の講演会 内閣官房に依頼予定、広く区民に対して拉致問題にかかる人権について講演会を実施 時期未確定

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

人権擁護委員による特設人権相談 区広報紙による啓発及び庁内放送 7月

青少年問題学習会 区広報紙による啓発 7月

区民まつりにおける啓発 区民まつり会場で人権啓発コーナーの設置、及びアンケートの実施 9月

人権週間 区広報紙・懸垂幕掲出、及び庁内放送による啓発 12月

拉致問題、北朝鮮人権侵害問題 区広報紙、及び庁内放送による啓発 12月

吹奏楽フェスティバルにおける啓発活動 区広報紙、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 啓発パネル展示による啓発、啓発用チラシ配布 1月

憲法週間啓発活動 啓発物品配布、日本国憲法と基本的人権尊重の啓発（浪速区役所） 4月26日

大阪市人権啓発推進員浪速区連絡会全体研修会 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 人権に関する映画上映等（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、啓発物品配布等 9月

「第36回落書き一掃運動」及び人権啓発市民学習会

・落書き防止及び市民、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（浪速区役所）
・啓発物品配布

9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付 10月

区民文化祭における啓発 人権啓発パネル展示、啓発物品配布等 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

人・愛・ふれあいプラザ 人権問題に関する講演、コンサート等（浪速・西・港・大正4区合同開催） 12月

にし人権展 パネル展示、人権啓発標語・ポスター展示等（浪速・西・港・大正4区合同開催） 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、啓発物品配付 1月

地域ふれあいセミナー 人権問題学習会の開催（浪速区役所） 2月

こどもカーニバル こどもを対象とした「人権啓発コーナー」の設置 3月

人権啓発だより「じんけん」の発行 区が実施したH31年度人権啓発事業を掲載（A3、二つ折り） 3月

啓発ビデオ、DVDの貸出し 区民、事業所に人権問題学習教材として貸出し 随時

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

9月～12月

子ども・若年層を対象とした事業 子ども映画会を開催。人権啓発関連パネル展示。 7月

区民まつりでの啓発活動 啓発活動の実施 9月

人権週間記念事業 映画会・人権啓発関連展示　　街頭啓発 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（３地域） 通年

マイノリティへの支援
各事業を通じて啓発チラシ等を配付、また区広報紙に毎月コラムを掲載し、さまざまな人権課
題についての周知を図る。

通年

天王寺区

浪速区

西淀川区

港区

大正区



淀川区人権啓発推進会議
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。

5月

人権学習講座
2回開催
（予定テーマ：5月頃「情報モラル」　11月頃「発達に課題のある子どもの理解と支援」）

5月・11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。

7月～翌年3月

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
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）。

8月～翌年1月

淀川区大志育成プロジェクト学習会経費一部負担
淀川区内の小中学校が行う児童・生徒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）。

8月～翌年1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

北朝鮮拉致問題の啓発 啓発チラシの配架、12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間に区役所ロビーで啓発動画を上映 12月（チラシ配架は通年）

犯罪被害者等支援に関する啓発パネルの展示 市民局のパネルを区役所１階で展示 8月

特設人権相談所開設 人権擁護委員による特設人権相談所開設につき区役所内スペースを提供、広報に協力 11月

憲法週間啓発事業 のぼり掲出 5月

就職差別撤廃月間啓発事業 のぼり掲出、街頭啓発（啓発物品配布） 6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 9月

区民のつどい 講演会、人権パネル展示 11月

人権作文・人権標語表彰式 区内の小・中学生を対象に人権作文・人権標語を募集し、優秀作品の表彰を行う 12月

人権週間啓発事業 のぼり掲出、街頭啓発（啓発物品配布） 12月

人権啓発推進員学習会 人権啓発推進員を対象とした学習会 未定

人権啓発推進事業 講演会を開催 未定

成人の日記念のつどいにおける啓発事業 人権啓発コーナーを設置 1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権啓発推進員が集まる人権啓発
推進協議会総会に合わせて人権啓発推進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、アンケート実施や,多文化共生等の啓発を実
施

１１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啓発を実施 １２月

ヒューマンライツシアター 人権に関わる映画会を実施 ３月

各校下人権啓発活動 校下に根ざした人権啓発活動事業として講演や人権ビデオの上映、学習会等を実施 随時

憲法週間啓発事業 のぼり等による啓発 5月

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 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 未定

地域人権講座
地域・ブロックごとの人権啓発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

憲法週間啓発事業 区役所前にのぼり掲出 4月26日～5月7日

城北公園フェアにおける啓発 人権啓発ブースを出展 6月1日～2日

夏休みふれあいシアター 映画上映会 7月27日

区民まつりにおける啓発 啓発物品配布 8月24日

「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誌を人権啓
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 12月

人権を考える区民のつどい 人権について考える機会となるようなイベントを実施予定 2月

春休みふれあいシアター 映画上映会 3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、レベル別のグループで日本語
の読み書きを教える

通年

生野区

旭区

淀川区

東成区

東淀川区



地域人権学習会
区内８小学校区において、当該小学校区の人権啓発推進員と連携・協働し、課題・ニーズに応
じた地域人権学習会を開催する。

９月～１１月

人権啓発推進員研修会 人権啓発推進員のスキルアップを図るための研修会を実施する。 ８月・１０月・１２月

夏休み人権映画会
夏休み期間中に、子どもを含めた区民の方に「人権問題」を考える機会を提供する映画会を開
催する。

８月１７日（土）

人権週間映画会
人権週間期間中に、子どもを含めた区民の方に「人権問題」を考える機会を提供する映画会を
開催する。

１２月７日（土）

区広報誌および区ホームページでの広報
各種事業の開催時期や「人権週間」「就職差別撤廃月間」等の期間に合わせて広報を実施す
る。

随時

庁舎を活用した啓発 区役所庁舎への懸垂幕の掲出 通年

区役所内でのチラシの配架、およびポスターの掲出 区民情報コーナーでのチラシの配架や庁舎内掲示板へのポスターの掲出 常時

その他啓発活動 区民まつり、成人の日記念のつどい等の機会に啓発活動を実施する。 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、啓発チラシ等の配付 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ＤＶＤ等による学習会
を実施

7月～2月

わくわくこどもフェスタ 人権啓発に関するイベントを開催 8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、啓発チラシ等の配付 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

つるみヒューマンシアター 人権啓発に関するイベントを開催 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、啓発チラシ等の配付 1月

人権啓発推進セミナー 講演会 1月

人権啓発推進員研修会 講演会、ＤＶＤ等による学習会 年1～2回

憲法週間啓発 のぼりによる啓発 ５月

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

アベノキッズサマープロジェクト 人権パネルとチラシ配布による啓発 ７月

あべのカーニバル 人権パネルとチラシ配布による啓発 10月

アベノトモクラシー 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）

12月

人権週間における啓発
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

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）

６月～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。

２月

その他
区民まつり（９月）、人権週間（12月）等の機会に人権啓発ブースを設置。ブースにてパネル・ポ
スター掲示等の啓発活動を実施予定。

平成３１年９月・１２月

就職差別撤廃月間 広報誌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

区民まつり人権啓発ブース出店 区民まつりにおいて、人権啓発ブースを出店 10月

人権週間啓発 区役所周辺におけるのぼりの設置など 12月

拉致問題啓発 拉致問題啓発週間である12月に拉致問題啓発パネル展示 12月

すみよし文化フェスティバル
区内で行われているさまざまな文化活動の成果発表や、区内の各種社会教育関係団体が生
涯学習、人権など各種啓発を行う場として開催

2月

住吉じんけん絵本フェスタ 各種人権テーマの絵本展示や各種体験コーナー 3月

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。 8月

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。
12月～3月

（年2回程度）

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。

8月～9月

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

のびのび・ワクワク体験広場における人権啓発活動 人形劇等、子ども対象の人権啓発活動を行う。 11月

東住吉区文化祭における人権啓発活動 区民ホールで開催される区民文化祭において、人権啓発活動を行う。 12月

人権週間啓発活動 広報紙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

人権啓発推進員対象研修会
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
区人権啓発推進員連絡会と協働し、年間の啓発事業の企画運営等について、協議・検討す
る。

通年
（年4回程度）

城東区

鶴見区

阿倍野区

住之江区

住吉区

東住吉区



人権啓発推進員研修 人権啓発推進員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 ７月・２月

人権週間にかかる啓発 区役所内・地域一円にて啓発アナウンス及び街頭啓発を行う 12月４日～10日

平野区人権フェスティバル事業 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7日

憲法週間 のぼり掲出 5月1日～7日

人権を考える区民のつどい① 映画上映（作品未定）、パネル展示 9月7日予定

西成区体育レクリエーション大会での啓発 のぼり掲出 10月中下旬

西成区民まつりでの啓発 啓発物品・啓発冊子等の配布、パネル展示 10月上旬

「あったかハートをつないで　あったかハートフェスティバ
ル」での啓発

啓発物品・啓発冊子等の配布、パネル展示 11月上旬

人権週間 のぼり掲出、パネル展示 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（出演者等詳細未定) 2月9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・啓発冊子等の配布、パネル展示 3月1日予定

人権講座「“じんけん”いろは楽習」 市民（及び職員）向けの講座を2～3回開催予定（内容・講師等未定） 9月～3月予定

区広報紙への啓発記事掲載 人権週間等の周知、相談窓口等の周知、人権コラム 通年

西成区

平野区


