第

36回

人権啓発研究集会

会場参加
日時

2022年2月3日（木）13:00 ~17:00、4日（金）9:00~15:00

和歌山県民文化会館 （和歌山市小松原通1-1）

会場 大ホール（定員2,000名） 小ホール（定員328名）

和歌山城ホール （和歌山市七番丁25-1） 大ホール（定員687名）
録画視聴
日時

〜2月22日（火） 視聴サイト Ｖｉｍｅｏ
2022年2月8日（火）

※「会場参加」または「録画視聴」のいずれかの参加方法を選んでお申し込みください。

参加費

7,000円（税込）

＊ＦＷコースは別途お申込み・参加費が必要

主 催 第36回人権啓発研究集会実行委員会

構成：第 36 回人権啓発研究集会現地実行委員会
部落解放・人権行政確立要求和歌山県実行委員会、和歌山同和問題企業連絡会、同和問題にとりくむ和歌山県宗教教団
連絡協議会、部落解放和歌山県共闘会議、和歌山県農業協同組合中央会、和歌山県職員労働組合、近畿大学附属新宮
高等学校・中学校、和歌山県漁業協同組合連合会、和歌山県平和フォーラム、和歌山県商工会議所連合会、和歌山県
商工会連合会、
（一社）和歌山人権研究所、公明党和歌山県本部、社会民主党和歌山県連合、高野山真言宗総本山
金剛峯寺、日本労働組合総連合会和歌山県連合会、近畿大学生物理工学部、立憲民主党和歌山県総支部連合会、国民
民主党和歌山県総支部連合会、部落解放同盟和歌山県連合会
（一社）部落解放・人権研究所

後 援

部落解放同盟中央本部、
『同和問題』にとりくむ宗教教団連帯会議、同和問題に取り組む全国企業連絡会、
（公社）全国人権
教育研究協議会、和歌山県、和歌山市、和歌山県教育委員会、和歌山市教育委員会、和歌山県市長会、和歌山県町村長会
【その他申請中】

＊録画視聴の場合は、以下の全体会・分科会の講座開始日時はあてはまりません。

全体会

2月3日（木）13:00~17:00 手話通訳あり

会場：和歌山県民文化会館 大ホール

11:30~
オープニング 12:30~13:00 和太鼓演奏 心音＆清流太鼓かなや伝々
開会行事
13:00~13:30 主催者・来賓あいさつ
リレー報告
13:30~17:00 「インターネット上における部落差別と闘う！」※途中休憩有
部落解放同盟和歌山県連合会
●「和歌山県部落差別規制条例制定の取り組み」
部落解放同盟兵庫県連合会
●「兵庫県内の部落差別動画削除の取り組み」
部落解放同盟鳥取県連合会
●「鳥取ループによる差別講演動画配信事件」
●「Yahoo!オークションでの壬申戸籍販売事件等」
NPO法人人権センターながの
【調整中】
●「部落差別解消推進法施行５年の取り組みと今後の課題」
●「水平社100年とネット上における部落差別との闘い」
受付開始

部落解放同盟中央本部書記長

●「なぜ、包括的差別禁止法が必要なのか？」

手話・要約筆記 など

西島 藤彦

部落解放・人権研究所「差別禁止法研究会」

手話・要約筆記など調整や支援が必要な方は、１月１３日（木）
までに事務局にご連絡ください。
※上記期日以降のお問い合わせでも、できるだけ対応を検討・調整いたします。

2日目

分科会 2 月4日（金）
①9:00~10:30 ②10:45~12:15

③13:15~14:45

※参加者ご自身が希望する分科会を選んでご参加ください。

分科会共通テーマ
分科 会 1

「差別解消に向けた取り組みと差別の法規制の動向」

会場：和歌山県民文化会館

定員：2,000名

大ホール

❶部落差別解消推進法施行後も悪化し続けるネット上の部落差別
松村 元樹

（公財）反差別・人権研究所みえ常務理事兼事務局長

❷ネット上の誹謗中傷・差別に対抗するには？

佐藤 佳弘

（株）情報文化総合研究所代表取締役

❸部落差別解消推進法の強化・改正に向けて〜IT革命の進化とネット暴発する部落差別をふまえて
北口 末広

近畿大学人権問題研究所主任教授

分科 会 2

会場：和歌山県民文化会館

小ホール

定員：328名

❶障害者差別解消法施行後５年をめぐる成果と課題
認定NPO法人DPI（障害者インターナショナル）日本会議議長補佐

崔

栄繁

❷子どもの人権を保障するための自治体の取り組み
〜尼崎市子どものための権利擁護委員会設置の経緯とそのしくみ〜 尼崎市こども青少年局
LGBT法連合会事務局長 神谷 悠一
❸「LGBT等」をめぐる差別禁止法制度の動向と展望
分科 会 3

会場：和歌山城ホール

大ホール

定員：687名

部落解放・人権研究所「差別禁止法研究会」
❶包括的差別禁止法とはどのような法律か？
【調整中】
❷包括的な差別解消条例の制定をめざして〜三重県における取り組み〜
大阪教育大学名誉教授 森 実
❸部落差別解消のために必要とされる教育・啓発とは？

フィールドワークコース（2コース）
コース1

平井地区の歴史とまちづくり〜平井水平社の結成と闘い〜

定員：40名

古墳時代の平井遺跡。また、戦国時代に天下布武をめざす織田信長と自由を守るために戦った鈴木孫一と雑賀鉄砲衆
の軌跡。さらに、移民でアメリカに渡った住民の子どもたちが、全国水平社創立の翌年に平井水平社を結成して闘うな
かで、
全国に類を見ない「水平本願寺」の建立に至った歴史。戦後、二度の災害を経て部落解放運動の再生、
そして今…。
平井地区の歴史とまちづくりをフィールドワークと資料室の見学をとおして学びます。

■【集合】8：40 JR和歌山駅 →（経由）
和歌山城バス駐車場 → 平井地区フィールドワーク＆平井歴史資料室

見学 → JR和歌山駅 15：00頃【解散】

コース2

西光万吉と和栄政策

定員：20名

水平社宣言の起草者である西光万吉は、その生涯をつうじて文化・芸術活動ならびに、戦後一貫して「戦争こそ最大の
人権侵害である」として追求した不戦和栄運動（平和運動）をすすめてきました。水平社の精神と西光が生涯をつうじ
てすすめてきたそれらの活動は、今なお受け継がれています。その西光の精神を晩年、西光が移り住んだ邸宅に常設さ
れている資料から学びます。

■【集合】8：40 和歌山城バス駐車場 →（経由）
JR和歌山駅 → 春林軒〜華岡青洲の住居兼診療所〜 →

西光万吉邸・永住の地 → JR和歌山駅 15：00頃【解散】

※フィールドワーク参加申込については、別紙「宿泊・弁当・フィールドワークのお申込みのご案内」をご参照ください。

参加申込方法（会場参加・録画視聴 共通）

申込期限

2022年1月24日（月）

「会場参加」
「録画視聴」のいずれかの参加方法を選んでお申し込みください。
団体とりまとめ申込：下記の団体等を通じてご受講の方は、団体を通じてお申し込みください。
（居住地の部落解放各都府県連合会、大阪同和・人権問題企業連絡会、東京人権啓発企業連絡会、
『同和問題』に
とりくむ宗教教団連帯会議、大阪府市町村長会など）
※参加費についても、お申込み先の団体にお支払いください。
※「大阪府市町村長会」とりまとめ申込分の参加費のお支払い方法は、以下の個人申込と同じです。

個人申込：団体とりまとめ以外の方は、
（一社）部落解放・人権研究所にお申し込みください。
部落解放・人権研究所ホームページのトップページの「最新の講座・イベント」欄の「第
36回人権啓発研究集会」をクリック⇒「内容」欄の「参加申込フォーム」からお申し込み
ください。
参加費は下記いずれかの方法でお支払いください。入金確認後、参加券を郵送します。

部落解放・人権研究所
https://blhrri.org

参加費支払方法（個人申込の方）
❷銀行振込

❶クレジット決済またはコンビニ決済

りそな銀行 桜川（さくらがわ）支店
普通預金0171114
人権啓発研究集会実行委員会
ｼﾞﾝｹﾝｹｲﾊﾂｹﾝｷｭｳｼｭｳｶｲｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ

部落解放・人権研究所
オンラインショップから

※事情があってキャンセルされる場合は２月２日（水）
１７時までにお申し出ください。
お支払いいただいた参加費は返金いたします。なお、振込手数料を差し引いた額の返金となります。
上記以降のキャンセルについては返金対応できかねますことをご了承ください。

会場開催にあたって以下のような準備を整え、皆さまのご来場をお待ちしています。
●国の定める業種別ガイドラインへの対応
●施設管理者・地元自治体・保健所等と連携した感染予防対策
●会場内での十分な消毒液の設置や換気
●スタッフ全員のマスクの着用、積極的な手洗い・消毒、検温の実施

会場参加の皆さまへお願い
●発熱・咳・咽頭痛など体調不良の場合は会場参加をお控えください。
●マスクの着用、手洗い・消毒にご協力ください。発熱または風邪等の症状のある方は参加をお断りいたします。
●ロビー等の共有スペースでは周囲の方と十分な距離を確保して、大声での会話はお控えください。
●飲食はロビー内の決められたスペースでお願いします。他の参加者と距離を取って、食事中の会話はお控えください。
●その他感染防止のため、主催者および施設利用者からの呼びかけにご協力ください。
●講演の趣旨に反する参加はお断りする場合があります。

録画視聴方法

2022年2月8日（火）10:00〜2月22日（火）17:00

部落解放・人権研究所ホームページのトップページの
「最新の講座・イベント」欄の
「第36回人権啓発研究集会」をクリッ
ク⇒
「内容」欄の
「ログインページ」URLをクリック⇒ID・パスワードを入力して
「ログイン」ボタンをクリック⇒
「受講ペー
ジ」からご視聴ください。
※ログインに必要なＩＤとパスワードが記載された参加券を事前に郵送します。
※配信期間中はどの時間帯でも視聴できます。
※講座の視聴には、パソコンやタブレット、スマホ等のインターネット環境が必要になります。
※ウェブブラウザInternet Explorerは受講ページをご利用することができません。
※詳しい視聴方法は（一社）部落解放・人権研究所ホームページでご案内します。受講環境等、必ず事前にご確認ください。
※録画視聴にあたって、講座や講師への著作権・肖像権の侵害行為（写真撮影・録画等、およびそれらの二次利用や拡散など）
、
ひとつのＩＤ・パスワードでの複数人での視聴、ＩＤ・パスワードの第三者への提供は禁止しております。

集会会場周辺マップ

分科会3
会場

全体会
分科会1 2
会場

Ԕ

Ԕ

「和歌山市街地データ」 （国土地理院・https://maps.gsi.go.jp/vector/#14/34.228896/135.175197/&ls=vblank&disp=1&d=l）をもとに東武トップツアーズ株式会社作成

❶和歌山県民文化会館
※最寄り駅

TEL.073-436-1331 和歌山市小松原通1-1

南海電鉄（南海線）
「和歌山市駅」
徒歩20分、タクシー 5分、バス10分（「県庁前」バス停下車・徒歩4分）
JR阪和線（きのくに線）
「和歌山駅」
徒歩35分、タクシー 10分、バス10分（「県庁前」バス停下車・徒歩4分）

※関西国際空港より 南海電鉄「泉佐野駅」乗換、南海線「和歌山市駅」下車
JR「日根野駅」乗換、阪和線「和歌山駅」下車
空港リムジンバス 「JR和歌山駅<東口着>」下車
※お車でお越しの方 阪和自動車道「和歌山 I・C」より約15分・約5km
会館南側 有料立体駐車場あり（476台）
会場周辺にも有料駐車場あり

❷和歌山城ホール

バリアフリー情報

・身体障害者用の駐車場
（会館南側立体駐車場 6 台）
・車椅子トイレ
（ロビー (1F・3F・4F・6F)、
ホワイエ（大ホール・小ホール）
）
・車いす席
（大ホール 11席、小ホール 4 席）
・スロープ
（1Ｆエントランス⇔県民ギャラリ−、駐車場）

TEL.073-432-1212 和歌山市七番丁25-1

中央駐車場（564台）、北駐車場（212台） 城北公園地下駐車場（196台）
「和歌山城前」バス停下車
和歌山県民文化会館から1.6km

バリアフリー情報

・車いす席（6 席）

新型コロナウイルス感染症の拡大により、会場での開催ができない
場合は、録画視聴のみに変更します。１２月中にご案内します。
●開催方法や会場収容率に変更が生じた場合、お申し込みいただいた方には、主催団体またはご所属団体を通してご案内
いたします。また、部落解放・人権研究所のホームページでもご案内します。

お問い合わせ（事務局）
和歌山県内の方

和歌山県外の方

部落解放同盟和歌山県連合会

(一社)部落解放・人権研究所

〒640-8314 和歌山市神前405-3 ヒューマンライツわかやま内

〒552-0001 大阪市港区波除4-1-37 ＨＲＣビル8Ｆ

TEL.073-473-2301 FAX.073-473-2302

TEL.06-6581-8572 FAX.06-6581-8540

第36回人権啓発研究集会 宿泊・弁当・フィールドワークのお申込みのご案内
◆宿泊

●宿泊日：２０２２年２月２日（水）
・２月３日（木）2泊 ●宿泊地：和歌山市内
●旅行代金（おひとりさま）
：１名１室利用・１泊朝食付、税金サービス料込

●最少催行人員：１名様
●添乗員：同行いたしません

申込番号

宿泊施設名

部屋タイプ

A

ホテルグランヴィア和歌山

シングル

旅行代金

11,000円

JR和歌山駅中央口より徒歩２分

ホテルまでのアクセス

B

コンフォートホテル和歌山（※サービス朝食）

シングル

6,800円

JR和歌山駅中央口より徒歩２分

C

シティインWAKAYAMA

シングル

8,500円

JR和歌山駅中央口より徒歩５分

D

和歌山アーバンホテル（※サービス朝食）

シングル

9,000円

JR和歌山駅東口より徒歩２分

E

ランドマークホテル和歌山

シングル

9,600円

JR和歌山駅よりタクシーで５分

F

ワカヤマ第一冨士ホテル（※サービス朝食）

シングル

7,000円

南海和歌山市駅より徒歩３分

G

ダイワロイネットホテル和歌山

シングル

12,000円

JR和歌山駅より路線バスで10分

H

スマイルホテル和歌山

シングル

8,200円

JR和歌山駅より路線バスで10分

ガーデンホテルはやし

シングル

7,000円

JR紀三井寺駅より徒歩５分

※ 宿泊のお申し込みは、裏面の「申込書」にご記⼊ください。
※ ご希望されるホテルにお申し込みが集中することが予想されます。
※ ホテルのお部屋数には限りがありますので、お申込みは先着順とさせていただきます。
※ ご希望のホテルが満室の際は、上記記載のホテルを代案としてご案内させていただきますので、予めご了承ください。
☆ 旅行代金に含まれない物（―例）
：宿泊地までの交通費、規定の⾷事（宿泊1泊につき朝食付）以外の食費、客室内で利用された個人諸経費（お客様
自身の電話代、心付け、飲物等）

◆フィールドワーク

●実施日：２０２２年２月４日（金） ●最少催行人員：コース1（４０名）
・コース2（20名）
●貸切バス：有田鉄道 ●旅行代金に含まれるもの：貸切バス、昼食１回、並びに視察にかかる費用
●添乗員：同行いたしません

申込
番号

コース名

Ｆ１

コース１
平井地区の歴史とまちづくり

JR和歌山駅（8:40発）＝＝（経由）和歌山城バス駐車場＝＝
＝＝平井地区フィールドワーク＆平井歴史資料室見学＝＝JR和歌山駅（15：00頃解散）

¥5,000

Ｆ２

コース２
西光万吉と和栄政策

和歌山城バス駐車場（8:40発）＝＝（経由）JR和歌山駅＝＝春林軒（道の駅 青洲の里）＝＝
＝＝西光万吉邸・永住の地＝＝JR和歌山駅（15：00頃解散）

¥5,000

◆お弁当

行

●利用日：２０２２年２月３日（木）全体会会場

一食 ￥１，
０００（お茶付・税込み）

程

旅行代金

２月４日（金）各分科会会場

※当日の昼食販売はございません。ご希望の方は必ず事前にお申込みください。
※各会場周辺のレストランは混雑が予想されますので、
上記昼⾷のご利用をお勧めいたします。
※お弁当は旅行契約には該当しません。

お申し込みについて
当案内書をご一読いただき、申込みご希望の方は裏面の「申込書」に
必要事項をご記入の上、FAXまたは郵送にて東武トップツアーズ株式
会社和歌山支店までお申込みください。
電話によるお申込みは受付致しておりませんのでご了承ください。

お申込みの方には、2022年１月中旬頃にお申込み項目の「予約確認
書兼請求書」
と参加確認書類(宿泊券・弁当券など)を郵便でお送りい
たしますので当日会場に必ずお持ちください。
•お振込みは2022年1月18日
（火）
までにお願いいたします。

変更・取消について
いずれの項目につきましても、お申込み後の変更・取消は、裏面の「申込書」の備考欄をご利用の上書面
（FAX、郵送）
にて東武トップツアーズ株式
会社和歌山支店へお早めにご連絡ください。
お取消の場合は、時期によって取消料がかかりますのでご注意ください。
尚、弊社営業時間外のご連絡は、翌営業日受付扱いとさせて頂きますのでご了解ください。
※ 当日キャンセルの場合は担当者の携帯
（080-2195-8691）
へご連絡をお願いします。
●宿泊 ※募集型企画旅行契約
宿泊について契約成立以降に解除される場合は１泊ごとに下記の取消料を
申し受けます。
宿泊当日の15時までに取消の連絡がない場合、以降１００％を申し受けます。
契約解除の日
1.14日目にあたる日以前の解除
旅行開始日の
2.13日目にあたる日以降の解除
前日から
3.6日目にあたる日以降の解除
起算して
さかのぼって
4.旅行開始日の前日の解除

5.当日の解除
6.旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料（お一人様）
無料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

●お弁当:旅行契約には該当しません。
利用日の5日前まで無料、利用日の4日前以降:100%
●フィールドワーク※募集型企画旅行契約
フィールドワークについて契約成立以降に解除される場合は下記の取消料
を申し受けます。
契約解除の日
1.11日目にあたる日以前の解除
旅行開始日の
2.10日目にあたる日以降の解除
前日から
3.7日目にあたる日以降の解除
起算して
さかのぼって
4.旅行開始日の前日の解除

5.当日の解除
6.旅行開始後の解除又は無連絡不参加

取消料（お一人様）
無料
旅行代金の20％
旅行代金の30％
旅行代金の40％
旅行代金の50％
旅行代金の100％

第３６回人権啓発研究集会 宿泊・弁当・フィールドワーク申込書
旅行手配などのために必要な範囲内での宿泊機関・集会事務局への個人データの提供について同意のうえ以下の旅行に申し込みます

送付先 FAX:073-424-1683 申込締切 宿泊：2021年12月24日（金）

弁当・フィールドワーク：2022年1月19日
（水）
申込日

年

月

日

フリガナ

所属名

申込代表者

□ 自宅・□ 勤務先
ご住所
（書類送付先）

電話番号

〒

ー

（

）

2 月 2 日（水）
宿泊ホテル

漢字（ヨミガナ）
例

ジンケン

FAX番号

ー

宿泊者名

No.

※いずれかをご記入ください

（

2 月 3 日（木）
宿泊ホテル

第 1 希望 第 2 希望 第 1 希望 第 2 希望

ケイハツ

A

人権 啓発

B

A

）

ー

お弁当
2月3日

B

2月4日

フィールドワーク
2 月 4 日（金）実施

〇

F1

F2

〇

1
2
3
【備考】

旅行条件＜要約＞

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上お申込みください。本旅行条件書は、旅行業法第12
条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。この条件に定めのない事項は、当社
旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）によります。当社旅行業約款は当社ホームページからご覧いただけます。

この旅行は、東武トップツアーズ株式会社和歌山支店
（以下「当社」
といいます。）
が企画・
実施する旅行であり、
この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
（以下
「旅行契約」
といいます。）
を締結することになります。旅行契約の内容、条件は、当パンフ
レットの記載内容および別途お渡しする旅行条件書、確定書面
（クーポン類または最終日
程表）
ならびに当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
１．お申し込み方法・条件と旅行契約の成立
⑴当社の定める方法によりお申し込みください。
下記の旅行代金は指定の方法により当社
の定める日までにお支払ください。旅行代金は、
「取消料」
「違約料」のそれぞれ一部又
は全部として取り扱います。
⑵お申込みの時点では旅行契約は成立しておりません。旅行契約は、当社が締結を承諾
し、旅行代金を受領した時に成立するものとします。
⑶障がいのあるお客様、高齢のお客様、妊娠中のお客様など、お客様の状況によっては、
当初の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。
特
別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、
ご相談させていただきますので、必ず
事前にお申し出ください。
２．旅行代金のお支払い
旅行代金は、
「宿泊・お弁当・フィールドワークのご案内」のお申し込みについての条件によ
りお支払いいただきます。
これ以降にお申込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定す
る期日までにお支払いいただきます。

３．旅行代金に含まれるもの、含まれないもの
旅行日程に明示された交通費、宿泊費、食事代等およびその消費税等諸税相当額が
含まれています。これらの諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても
払戻しはいたしません。行程に含まれない交通費、飲食費等ならびに個人的性質の
諸費用は含まれていません。
４．旅行契約の解除
⑴お客様は、当ご案内に記載の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解
除することができます。なお、取消日とは、お客様が当社またはお申込店の営業
日・営業時間内に旅行契約を解除する旨をお申し出いただいた日とします。
⑵お客様のご都合で既にお申込みのコースや出発日を取消され、新たに別のコース
や出発日をお申込みになる場合、また、お申込人数から一部の人数を取消される
場合も、旅行代金に対してお1人様につき上記の取消料の対象となりますので、
あらかじめご了承ください。
５．このパンフレットは、２０２１年１０月２７日現在を基準としております。

宿泊・弁当・フィールドワークお申込み・お問い合わせ先
旅行企画実施

観光庁⾧官登録旅行業第３８号

一般社団法人日本旅行業協会正会員

東武トップツアーズ株式会社和歌山支店
【第36回人権啓発研究集会】係
担当：川嶋・鈴木

TEL:073-425-3211 FAX:073-424-1683
総合旅行業務取扱管理者

営業日・営業時間

村上淳司

月～金 9:30～17:30（休業日土・日・祝日）

ボンド保証会員

〒640-8331
【客国21-354】
和歌山市美園町3-32-1 損保ジャパン和歌山ビル６階
旅行業務取扱管理者とは、
お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく上記の取扱管理者に
お訊ねください。

