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【都道府県・ 指定都市】

北海道 10月21日
岩見沢市

（コミュニティプラザ）
映画「めぐみ」上映会

内閣官房拉致問題対策本部、北海道、
北朝鮮に拉致された日本人を救出する
北海道の会
岩見沢市

北海道 11月18日
網走市（オホーツク・文化交流セン

ター）
映画「めぐみ」上映会

内閣官房拉致問題対策本部、北海道、
北朝鮮に拉致された日本人を救出する
北海道の会
網走市

ｗｅｂ関連
ホームページ

北海道 通年 北海道ホームページ
・北朝鮮による拉致問題に関する情報及び啓発イベント
の周知

ｗｅｂ関連
メールマガジン

Facebook
北海道

9月4日、10月2日、11月9日、12月4
日、1月8日、3月5日

メールマガジン 国際化通信
Facebook 北海道の国際交流

・啓発イベントの周知等（映画「めぐみ」上映会等）

北海道
12月15日～12月16日 北海道庁舎 ・北朝鮮による拉致問題に関するパネルの展示

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
北海道の会
札幌法務局
札幌人権委員連合会

雄武町 12月4日～12月10日 雄武町町民センター 北朝鮮人権侵害問題啓発に係るパネルの展示 人権擁護委員雄武会

啓発資料 北海道 通年 道内各地
・北朝鮮による日本人拉致問題パンフレットの配布
・パンフレット配布部数　7,000部

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
北海道の会

広報誌 北海道警察 11月頃 各市町村広報誌
・各市町村広報誌による北朝鮮人権侵害問題啓発週間
の周知

署名活動
パネル・写真展

示
DVD放映（常

時）
ブルーリボン
バッチの着用

令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　

DVD上映会

連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

1 北海道
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

演劇公演・コン
サート

国・県・青森市 10月27日 リンクモア平安閣市民ホール ・拉致問題啓発舞台劇の公演 　

ｗｅｂ関連
ホームページ

青森県 通年 青森県ホームページ ・拉致問題の周知、北朝鮮人権問題啓発週間の周知

青森県・黒石市 通年 庁舎 ・拉致問題対策本部作成ポスターの掲示

県・市町村 11月～12月
青森県庁舎及び
県内市町村庁舎

・北朝鮮人権問題啓発週間ポスターの掲示、チラシの配
布

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

青森県 12月7日～12月10日 県内
・ラジオによる北朝鮮人権問題啓発週間の周知
・放送局　ＲＡＢラジオ

啓発資料

2 青森県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

遠野市 11月20日～12月16日 市ホームページ 北朝鮮による日本人拉致問題啓発週間の周知

釜石市 12月1日～12月16日 釜石市内 啓発週間の趣旨、啓発事項の掲載

DVD放映
（常時）

岩手県 12月10日～12月16日 岩手県庁県民室
北朝鮮による日本人拉致問題に関するDVD２枚を期間中
１日各２回放映

滝沢市 12月10日～12月16日
滝沢市庁舎
他市内4施設

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・ポスター掲示　5枚

盛岡地方法務局人権擁護課

滝沢市 通年 滝沢市ホームページ
・北朝鮮人権侵害問題に関する市のホームページへの掲
載
・啓発内容　啓発週間の周知

金ケ崎町 11月19日～12月28日 金ケ崎町庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及び広報
紙への啓発週間の趣旨及び啓発事項掲載
・広報紙配布部数　約5,600部

岩手県 12月10日～12月16日 岩手県庁県民室 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

遠野市 12月4日～12月16日

遠野市庁舎
宮守総合支所

遠野市民センター
健康福祉の里

ポスター掲示 　

釜石市 12月 釜石市内
広報かまいし(12/1号)
啓発週間の趣旨、啓発事項の掲載

釜石警察署

奥州市 11月26日（発行） （全戸配布）
広報おうしゅう11月号お知らせ版に記事掲載『北朝鮮当
局による人権侵害問題を考えてみましょう』

平泉町 令和２年12月 平泉町

・実施主体　平泉町
・配布物　　 「広報ひらいずみ」（１２月号）
・配布数　 　約3,100部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

大槌町 12月10日～12月16日 12月広報 12月広報に週間の周知について掲載した

ｗｅｂ関連
ホームページ

啓発資料

広報誌

3 岩手県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

宮城県 12月 宮城県ホームページ ・啓発週間，国の取組みの周知

ｗｅｂ関連
メールマガジン

宮城県 12月 ・県メルマガ登録者に対し啓発週間の周知

大崎市 9月10日～11月2日 大崎市役所
・大崎市職員による署名協力
・署名数　1,077名

北朝鮮に拉致されたすべての人を救出
する宮城の会

宮城県 8月26日～9月15日 宮城県庁
・宮城県職員による署名協力
・署名数　4,005名

北朝鮮に拉致されたすべての人を救出
する宮城の会

パネル・写真展
示

宮城県
①12月10日～12月16日
②12月24日～12月25日

①宮城県図書館
②宮城県庁舎

・拉致問題啓発パネルを宮城県図書館及び宮城県庁舎
に展示

北朝鮮に拉致されたすべての人を救出
する宮城の会

大崎市 12月10日～12月16日 大崎市役所 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 仙台法務局古川支局

村田町 通年 村田町役場本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

利府町 11月20日～3月31日
利府町役場庁舎、保健福祉セン

ター、公民館、生涯学習センター、
総合体育館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

宮城県 12月 県内
・啓発グッズ（クリアファイル）を作成し，県立高等学校に
配布
・作成数　2,500枚

広報誌 宮城県 12月 県内 ・啓発週間の周知

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

宮城県 12月 県内 ・啓発週間の周知

館内放送 宮城県 12月10日，24日 宮城県庁舎 ・パネル展示に合わせ啓発週間周知の館内放送を実施

署名活動

啓発資料

宮城県4
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

秋田県 通年 秋田県公式ウェブサイト
拉致問題の周知、北朝鮮による拉致の可能性を排除でき
ない次案についての情報提供依頼をウェブサイトに掲載

北秋田市 通年 北秋田市HP 特定失踪者（拉致）に関する情報提供 　

署名活動
秋田県、秋田県議会拉致問題解

決促進議員連盟
12月13日 秋田駅東西自由通路

拉致問題早期解決を求める署名活動及びチラシの配布
署名筆数：268筆

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
秋田の会

パネル・写真展
示

秋田県 　12月11日～24日 秋田県庁舎 県民への周知と啓発を図るため、啓発パネルを展示
北朝鮮に拉致された日本人を救出する
秋田の会

秋田県 通年 秋田県庁舎
県内特定失踪者問題啓発ポスターの掲示及び関係機関
への啓発ポスター配布、周知・協力依頼
配布部数：1000枚

【ポスター配布先】
県内各市町村、小・中・高校、大学、道
の駅、金融機関、JR、県有施設等

秋田市 12月10日～12月16日 秋田市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に係るポスターの掲示

秋田市 12月10日～3月31日 秋田市庁舎 ・拉致問題啓発に係るポスターの掲示

男鹿市 5月1日～3月31日 男鹿市役所本庁舎 庁内掲示板へ拉致問題に関する啓発ポスターの掲示 　

湯沢市 12月
・湯沢市各総合支所

・湯沢生涯学習センター
・市内小中学校

・県内特定失踪者問題啓発ポスターの掲示
　

北秋田市 12月10日～12月16日 北秋田市役所本庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に係るポスターの掲示 　

仙北市 12月10日～12月16日
仙北市田沢湖庁舎、角館庁舎、西

木庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　仙北市

　

藤里町 通年 藤里町庁舎 ・拉致問題に関する啓発ポスターの掲示 　

三種町 通年 三種町庁舎 ポスター（県作成）を掲示し、来庁者に周知 　

5

ｗｅｂ関連
ホームページ

秋田県

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

美郷町 　令和2年秋～ 美郷町役場庁舎 拉致問題に関する啓発ポスターの掲示 　

羽後町 通年 役場庁舎
１階町民ホール内に、県より提供された啓発ポスターを掲
示するとともに、リーフレットを設置

　

掲示
懸け垂れ幕等

北秋田市 通年
北秋田市役所本庁舎

屋上
横断幕「北朝鮮に拉致された被害者全員を救いだそ
う！！」

　

館内放送 秋田県 　12月16日～24日 秋田県庁舎 北朝鮮人権問題啓発週間の周知

5 秋田県

啓発資料



7 / 151 ページ

【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

演劇公演・コン
サート

内閣官房拉致問題対策本部事務
局、特定失踪者問題調査会

9月19日
山形県生涯学習センター「遊学館」

ホール

・北朝鮮向けラジオ放送「ふるさとの風」「しおかぜ」共同
公開収録
・ミニコンサート、特定失踪者家族及び知事、市長による
メッセージ収録などを実施
・参加者　約60名

共催：山形市
後援：山形県

通年 山形県ホームページ ・北朝鮮による日本人拉致問題について周知・広報

通年 山形県警察本部ホームページ
・北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る
方々の情報の周知、情報提供依頼

講座（学習会）
職員向け

12月10日～12月16日 山形県内各警察署
・北朝鮮による日本人拉致問題について研修を実施
・受講者　1,137名

DVD放映
（常時）

12月10日～12月16日 山形県庁１階ロビー ・ロビーで啓発ＤＶＤを上映

啓発資料 12月10日～12月16日 山形県内 ・啓発ポスター掲出（30枚）及びチラシの配布

広報誌 12月10日～12月16日 山形県内各警察署、交番等 ・北朝鮮による日本人拉致問題について広報誌で周知

山形県
山形県警察本部

山形県

ｗｅｂ関連
ホームページ

6
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

福島県 12月7日～12月16日 ・北朝鮮人権問題啓発週間について周知

ｗｅｂ関連
Twitter

福島県 12月7日 ・北朝鮮人権問題啓発週間について周知

福島県 12月10日～12月16日 福島県庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発啓発週間ポスター、拉致問題
対策本部作成のチラシ・パンフレットの掲示
・ブルーリボンを作成、自由にとれる形で設置

福島県 通年 福島県庁舎 ・年間を通じて啓発ポスターを掲示 　

ブルーリボン
バッジの着用

福島県 12月10日～12月16日
・知事、副知事は救う会作成のブルーリボンバッジを着
用、県幹部職員及び部内職員は県で作成したブルーリボ
ンを着用

　

啓発資料

福島県7
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

茨城県 通年 県庁舎内

広く同問題についての関心と認識を
深めるため、ポスターパネル及び
冊子を県庁内２階県民コーナーに
展示。

茨城県 12月23日～1月13日 県西生涯学習センター

広く同問題についての関心と認識を
深めるため、県独自に作成した啓発
用チラシ及びポスターの配布、拉致
に関するパネルを展示した。

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

茨城県 12月5日～12月6日

人権週間期間中に広く同問題につ
いての関心と認識を深めるため、
人権課題とともに新聞に掲載した。
掲載紙：読売新聞、茨城新聞

8

パネル・写真展
示

茨城県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

栃木県 12月10日～12月16日 栃木県ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の告知
法務省、政府拉致問題対策本部のホー
ムページにリンク

足利市 通年 足利市ホームページ ・主に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知啓発 首相官邸ホームページにリンク

下野市 通年 下野市ホームページ ・日本人拉致問題に関する理解促進
法務省、政府拉致問題対策本部のホー
ムページにリンク

壬生町 12月10日～12月16日 壬生町ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の告知

野木町 11月26日～12月16日 野木町ホームページ、Twitter ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の告知

野木町 通年 野木町ホームページ
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知及び北朝鮮による
拉致問題についての啓発

パネル・写真展
示

鹿沼市 8月4日～8月19日 鹿沼市立図書館
・北朝鮮による日本人拉致問題のパネルを展示
・「10の疑問にお答えします」のパンフレット配布
・配布部数　50部

栃木県 11月14日 とちぎ福祉プラザ
・「ヒューマンフェスタとちぎ2020」の展示コーナーにおいて
啓発DVDを放映
・啓発資料を配布

栃木県 8月14日～9月4日 栃木県庁舎
・本館1階展示コーナーにおいて人権教育･啓発推進県民
運動強調月間の企画展を実施、北朝鮮人権侵害問題啓
発資料を配布

栃木県 11月27日～12月11日
宇都宮市「本町交差点」

地下横断歩道 県政広報コーナー
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの提示

宇都宮市 12月

宇都宮市庁舎、男女共同参画推進
センター、各地区市民センター、各
出張所、市民プラザ、各市民活動

センター、各図書館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの提示

足利市 通年
足利市民プラザ、男女共同参画セ

ンター
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

9

ｗｅｂ関連
ホームページ

Twitter

啓発資料

栃木県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

栃木市 9月18日 栃木市寺尾公民館
・女性学級受講者等に啓発冊子を配付
・冊子配付部数　40部

佐野市 8月～3月
　佐野市庁舎、田沼行政センター、

葛生行政センター窓口等

　・人権啓発リーフレット
　「HUMAN　RIGHTS」の配布
　・配布部数  6770部

　

日光市 12月16日～3月31日 日光市本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

真岡市 12月10日～12月16日
真岡市内公共機関

2か所
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

矢板市 12月10日～12月16日 矢板市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週刊ポスターの掲示

那須塩原市 通年 那須塩原市本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週刊ポスターの掲示

さくら市 12月10日～12月16日 さくら市本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

那須烏山市 11月9日～12月18日
那須烏山市
烏山庁舎

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

芳賀町 12月10日～12月16日
芳賀町庁舎

町内共有施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

野木町 通年 野木町庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・リーフレットの設置

塩谷町 12月9日～12月16日 塩谷町庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

那珂川町 12月10日～12月16日 那珂川町本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

9

啓発資料

栃木県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

栃木県 12月 栃木県内
・広報誌「とちぎ県民だより」において、北朝鮮人権侵害問
題啓発週間の告知

小山市 12月 小山市内
・広報誌「広報小山」において、インフォメーション記事によ
る北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

栃木県 12月10日～12月16日
とちぎテレビ
栃木放送

エフエム栃木

・とちぎかわら版（TV）、県政インフォメーション（AM）、マロ
ニエインフォメーション（FM）において北朝鮮人権侵害問
題啓発週間を告知

佐野市 12月7日～12月13日 佐野ケーブルテレビ
・佐野市で作成した人権啓発番組の中で、さまざまな人権
問題の１つとして北朝鮮当局による拉致問題を紹介
・期間中１６回放映

小山市 12月10日～12月16日
おーラジ

（小山市コミュニティFM）

・おーラジのパーソナリティによる北朝鮮人権侵害問題啓
発週間の告知
・時間：7:30～、12:00～12:55の間、17:30～

栃木県 11月27日～12月11日 栃木県庁舎
・エレベーター前電光掲示板、カゴ内モニターにおいて北
朝鮮人権侵害問題啓発週間を告知

下野市 12月10日～12月16日 下野市庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示(デジタル
サイネージおよび市役所掲示板）
・チラシの置き配布（窓口、公共施設等）

益子町 12月10日～12月16日 益子町庁舎 ・啓発ポスターを電光掲示板で掲示

その他 栃木市
11月27日～12月17日

12月4日～17日
栃木市庁舎
栃木図書館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・ツリーによるブルーリボンの周知啓発

9

広報誌

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

栃木県



13 / 151 ページ

【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

みどり市 通年 みどり市ホームページ ・啓発週間の趣旨，啓発事項

榛東村 １２月１０日～１２月１６日 榛東村ホームページ
　・啓発週間の趣旨、啓発事項

群馬県 12月10日～12月16日 群馬県庁
・拉致問題､北朝鮮人権侵害問題に関するパネルを展示
・拉致問題啓発ＤＶＤを上映

北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟、
「救う会・群馬」

前橋市 12月７日～12月16日 前橋市役所１Ｆロビー ・拉致問題啓発パネル 前橋市教育委員会

高崎市 12月7日～12月14日 高崎市庁舎中2階ロビー
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示及びパネル
の展示

伊勢崎市 12月4日～12月10日
伊勢崎市役所

東館1階市民ホール
・人権諸問題に係るパネル展示の一部として、北朝鮮人
権侵害問題に関する啓発パネルを展示

伊勢崎市教育委員会

桐生市 12月1日～12月16日
桐生市庁舎及び各支所

各公民館
・啓発週間ポスターを掲出する 前橋地方法務局

太田市 11月～12月 　太田市内
・啓発週間ポスターを掲出する。
・ポスターを太田市ホームページに掲載。

　

藤岡市 11月～12月 藤岡市役所 ・啓発週間ポスターの掲出

みどり市 12月 市内公共施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布
・チラシ配布部数　50部

大泉町 12月
・大泉町役場庁舎

・大泉町多文化共生コミュニティセ
ンター

　・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチ
ラシの配布

10

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ

パネル・写真展
示

群馬県



14 / 151 ページ

【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

前橋市 12月 前橋市内

・配布物　「広報まえばし」
・配布数　約14万5千部
・掲載内容　啓発週間案内、拉致やその可能性などの警
察への情報提供の呼びかけ

前橋警察署

桐生市 12月 桐生市内

・配布物　「広報きりゅう」
・配布数　約　48,300部
・掲載内容　啓発事項、拉致やその可能性などの警察へ
の情報提供の呼びかけ

桐生警察署

館林市 １２月 館林市内
・配布物：広報館林（１２月１日号）
・配布数：28,271部
・掲載内容：啓発週間の趣旨

榛東村 　１１月 榛東村内
　・啓発週間の趣旨、啓発事項
　・配布数　５４００部

昭和村 11月 昭和村内
・配布物　広報しょうわ11月号
・配布部数　2,400部
・啓発週間の趣旨、啓発事項

沼田警察署

玉村町 １２月 玉村町内
・配布物　広報たまむら（12月号）
・配布数　13,629部
・情報提供依頼

伊勢崎警察署

桐生市 12月2日～12月15日 桐生市役所市民課前 ・テレビモニターによる同週間の周知・広報 桐生警察署

沼田市 12月10日～12月16日 テラスぬまた（沼田市役所） ・デジタルサイネージに同週間のポスターを掲載

みどり市 12月1日～12月28日 職員向け電子掲示板 ・啓発週間の周知

みどり市 12月10日～12月16日
・市3役及び市部長級職員が週間に併せてブルーリボン
バッジを着用するもの。

群馬県 12月10日～12月16日
・県で作成したブルーリボンを部内職員及びパネル展来
場者へ配布を行い、着用を依頼した。

10

広報誌

ブルーリボン
バッジの着用

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

群馬県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会 上尾市
9月30日
11月18日

原市公民館
大谷公民館

・特定失踪者家族会副会長の藤田隆司氏による講演会を
行った。
・参加者　原市公民館　20名
　　　　　　 大谷公民館　20名

特定失踪者家族会副会長の藤田隆司
氏

埼玉県 12月10日～16日 埼玉県本庁舎内 ・ＤＶＤ「拉致　私たちは何故、気付かなかったのか！」の上　

横瀬町 7月30日 横瀬町役場
・令和２年度横瀬町人権教育推進協議会総会で、日本人
拉致問題啓発アニメーション「めぐみ」を上映。

横瀬町人権教育推進協議会

埼玉県 通年 埼玉県HP ・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報 　

川越市 　通年 川越市HP
・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報
・拉致問題啓発ポスターの掲載

川口市 　通年 川口市HP ・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報

所沢市 通年  所沢市HP ・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報

加須市 12月1日～12月17日 加須市HP ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

本庄市 通年 本庄市HP ・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報

狭山市 通年 狭山市HP ・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報 政策企画課 人権推進室

鴻巣市 通年 鴻巣市HP ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知 　

深谷市 通年 深谷市HP ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

戸田市 12月10日～16日 戸田市HP ・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報

ｗｅｂ関連
ホームページ

11 埼玉県

DVD上映会
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

入間市 通年 入間市HP
・拉致問題について（政府・外務省・埼玉県の拉致問題に
関するページを案内）

坂戸市 12月 坂戸市HP ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

幸手市 12月10日～18日 幸手市HP ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

日高市 通年 日高市HP ・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報

ふじみ野市 　12月1日～16日 ふじみ野市HP 　・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報 　

伊奈町 通年 　伊奈町HP ・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報
　リンク先として、政府拉致問題対策本
部ホームページ

三芳町 通年 三芳町HP ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

寄居町 通年 寄居町HP
・北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報（国・県へのホー
ムページリンク先掲載）

さいたま市 通年
さいたま市ホームページ

及び総務課窓口

・家族や救う会が行っている署名活動をホームページで
紹介し、署名用紙をホームページ掲載及び窓口に設置し
ている。

・拉致被害者家族連絡会
・北朝鮮に拉致された日本人を救出す
るための全国協議会

ｗｅｂ関連
メールマガジン

所沢市 12月10日
登録者に

電子メールを配信
・「ところざわほっとメール」による『北朝鮮人権侵害問題
啓発週間』の周知・広報

埼玉県 12月13日 浦和駅西口 ・拉致問題解決に向けた署名活動
北朝鮮に拉致された日本人を救出する
埼玉の会

川口市 　通年 支所・川口市役所
・支所・庁舎での拉致被害者の早期救出を求める署名活
動

パネル・写真展
示

埼玉県 12月10日～16日 埼玉県庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

ｗｅｂ関連
ホームページ

埼玉県11

署名活動
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

川越市 12月3日～16日 川越市役所 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

川口市
6月27日～7月1日
12月10日～14日

川口市立中央図書館
・拉致被害者・特定失踪者の写真展、DVDの上映、署名
活動等

拉致問題を考える川口の会

鴻巣市 11月30日～12月11日 鴻巣市役所庁舎内
・人権啓発パネル展にてパネル及びポスターを掲示し、周
知を図った 鴻巣人擁護委員会

越谷市 12月11日～16日 越谷市役所１階ロビー ・拉致問題人権啓発パネル、ポスターの掲示

桶川市 12月4日～25日 桶川市役所　庁舎 ・拉致問題人権啓発ポスター

久喜市 12月11日～17日
久喜市役所本庁舎

１階ロビー
・拉致被害に関する写真等の展示

八潮市 12月4日～17日 八潮市役所駅前出張所
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター及び人権啓発パ
ネルの展示

皆野町 通年 役場総務課窓口
・拉致被害者の写真入りポスターを窓口に掲示し、周知を
図った

さいたま市 12月10日～12月16日
さいたま市役所本庁舎

及び各区役所
・同問題について関心と認識を深めるため、庁舎入口等
に看板、解説パネルを設置

埼玉県 1月～3月
埼玉県庁舎
埼玉県内

・映画「めぐみへの誓い」ポスターの庁舎内掲示
・県内市町村への周知・依頼・ポスター等の配布

埼玉県 10月15日 三郷市文化会館
・北朝鮮による日本人拉致問題について関心と認識を深
めるため啓発ポスターの掲示、関係資料の配布

熊谷市 12月7日～11日 熊谷市役所内
・広く北朝鮮による日本人拉致問題について関心と認識を
深めるため、啓発物品の作成、配布
・配布数　約100個

パネル・写真展
示

啓発資料

埼玉県11
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

川口市
6月27日～7月1日
12月10日～14日

川口市立中央図書館 ・拉致問題に関する啓発資料の配布

川口市 12月1日～28日 川口市役所庁舎内
・職員を対象に北朝鮮人権侵害啓発週間の啓発用缶バッ
ジを着装

本庄市 通年
市庁舎内

市内公共施設
・拉致問題啓発ポスターの掲出

本庄市 11～12月
市庁舎内

市内公共施設
・啓発週間ポスター、拉致問題啓発ポスターの掲出

本庄市 3月
市庁舎内

市内公共施設
・拉致問題映画ポスター、チラシの掲出

　

春日部市 　通年 　春日部市庁舎 ・拉致被害者情報提供ポスターの掲示

狭山市 通年 市本庁舎カウンター
・政府　拉致対策本部、及び埼玉県・埼玉県警察作成の
ポスターの掲示

政府 拉致問題対策本部
埼玉県・埼玉警察

鴻巣市 11月～12月 鴻巣市役所庁舎内 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出

越谷市 12月11日～16日 越谷市役所１階ロビー
・啓発資料（チラシ・冊子）の配布
・配布部数　50部

蕨市 12月24日～1月12日

蕨市民会館1階廊下
（ポスター）

蕨市福祉総務課窓口
（チラシ）

・依頼に基づき、「拉致問題啓発舞台劇めぐみへの誓い
－奪還－」についてのポスター及びチラシを窓口に設置

埼玉県福祉部社会福祉課

入間市 11月・12月
入間市庁舎

入間市男女共同参画推進センター
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

入間市 3月
入間市庁舎

入間市男女共同参画推進センター
・映画「めぐみへの誓い」ポスター・リーフレットの掲示

　

三郷市 　通年 市役所庁舎内掲示板 ・国等から配布されるポスターを掲示

啓発資料

埼玉県11
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

幸手市 12月10日～16日 市役所
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」のポスターを掲示し、
周知を図った。

日高市 　通年 市役所内 ・ポスターによる啓発の実施

吉川市  12月 市内公共施設
・人権啓発パネル展にてポスターを掲示
・公共施設でのポスター掲示

ふじみ野市 通年 庁舎内 ・拉致問題啓発ポスターの掲示

白岡市 3月 市役所
市役所１階広場、ポスター、パンフレット等の掲示を実施し
ました。
（映画「めぐみへの誓い」の周知依頼）

埼玉県福祉部

伊奈町 随時 伊奈町内
・作成した人権尊重のリーフレットに北朝鮮当局による拉
致問題について取り上げ、研修会等において配布した。

　

吉見町 通年 役場庁舎 ・埼玉県から配布される拉致被害者ポスターの掲示

鳩山町 12月
鳩山町

（役場内）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

寄居町 通年 寄居町庁舎
・拉致問題人権侵害問題啓発ポスターの掲示

宮代町 通年　 宮代町庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター掲示

松伏町 12月～1月 松伏町役場庁舎内 ・拉致問題人権啓発ポスターによる周知及び啓発 行政・教育の人権担当

埼玉県 12月 埼玉県内
・配布物　彩の国だより12月号
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・配布部数　県内全戸

川越市 12月1日 川越市内
・配布物　広報川越12月号
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・発行部数　163,600部

啓発資料

広報誌

埼玉県11
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

熊谷市 12月上旬 熊谷市内
・配布物　市報くまがや
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・配布数　　約70,000部

川口市 通年 川口市内 ・広報紙において署名活動の周知

川口市 6月、12月 川口市内
・6月には、拉致問題についての特集記事掲載し、12月に
は拉致被害者・特定失踪者の写真展開催のお知らせを掲
載した。

飯能市 12月1日 飯能市内
・配布物　広報はんのう12月号
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・発行部数　30,100部

鴻巣市 11月 鴻巣市内
・配布物　広報紙かがやき11月号
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・配布部数41,800部

鴻巣市 11月 鴻巣市内
・配布物　広報紙かがやき11月号
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・配布部数41,800部

上尾市 12月1日 上尾市内
・配布物　広報あげお12月号
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・配布部数　約10万4千（全戸配布）

蕨市 12月 蕨市内
・配布物　広報蕨12月号
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・配布数　約36,100部

蕨市 12月 蕨市内
・広く同問題について関心と認識を深めるため、市発行の
生涯学習カレンダーに北朝鮮人権侵害問題啓発週間の
趣旨について掲載

入間市 12月 入間市内
・配布物　広報「いるま」12月1日号
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・配布数　50,000部

志木市 12月1日 志木市内
・配布物　広報しき１２月号
・北朝鮮人権侵害啓発週間の趣旨と啓発
・発行部数　29,000部

埼玉県11

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

坂戸市 12月 坂戸市内

・配布物　広報さかど12月号
・掲載内容　「人権を尊重するまちづくり」の特集ページ内
に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発内容を掲
載
・配布数　42,000部

吉川市 12月 吉川市内
・配布物　 広報よしかわ（１２号）
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発

ふじみ野市 12月1日 ふじみ野市内
・配布物 市報ふじみ野（12月号）
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発
・配布数　51,854部

嵐山町 12月1日 嵐山町内
・広報紙　広報嵐山12月号
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・配布部数 ７,000部

鳩山町 12月 鳩山町内
・配布物　広報はとやま12月号
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・配布部数　約6,000部

皆野町 　12月 　皆野町内
・配布物　広報みなの12月号
・北朝鮮人権侵害啓発週間の趣旨と啓発
・配布部数 4,000部

松伏町 12月 松伏町内
・配布物　応報まつぶし
・掲載内容 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・配布部数 12,000部

行政・教育の人権担当

さいたま市 12月 さいたま市内
・配付物　　　「市報さいたま（12月号）」
・掲載内容　 啓発週間の趣旨、啓発事項
・配付数　　　約60万部

熊谷市 　12月10日～16日 熊谷駅コンコース
・広く北朝鮮による日本人拉致問題について関心と認識を
深めるため、デジタルサイネージに北朝鮮人権侵害問題
啓発週間の啓発事項を掲載

　

川口市 通年
川口駅東口

キャスティビジョン

・毎日６０回、川口市の拉致被害者・特定失踪者の方につ
いての情報の呼びかけを行うとともに、拉致問題の啓発を
行っている

上尾市 12月10日～16日 上尾駅構内
・拉致問題啓発週間に拉致問題について啓発する内容の
メッセージを流した

埼玉県11

広報誌

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

上尾市 12月10日～16日
JR上尾駅東口
ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ

・上尾駅ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷに設置されているモニターに、「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」であるとのメッセージを掲示
した

上尾市 12月10日～16日 市内ショッピングモール内
・市内ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ内に設置されているモニターに、「北朝
鮮人権侵害問題啓発週間」であるとのメッセージを掲示し
た

掲示
自販機メッセー

ジボード
上尾市 12月10日～16日 上尾市役所本庁舎

・拉致問題啓発週間に拉致問題について啓発する内容の
メッセージを流した。

　

埼玉県 12月10日～16日 埼玉県庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

川口市 　通年 市役所正面
・川口市役所第一本庁舎デッキへ横断幕を設置し、拉致
問題解決に向けた啓発

上尾市 12月10日～16日 上尾市役所第３別館
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間について周知するための
懸垂幕を掲示

越谷市 12月11日～16日 越谷市役所 ・懸垂幕による周知・広報

さいたま市 11月中旬～12月16日
さいたま市役所本庁舎、
各区役所及び各図書館

・同問題について関心と認識を深めるため、ポスターを掲
示

川口市 12月1日～16日 川口市役所本庁舎内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と拉致被害者・特
定失踪者の写真展開催のお知らせを庁内放送

　

上尾市 12月10日 上尾市役所本庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間初日に拉致問題につい
て市民の意識啓発を促す放送を行った

埼玉県 通年 所属部署 ・埼玉県福祉部職員によるブルーリボンバッジの着用

川口市 　通年 所属部署 ・職員氏名票へブルーリボンシールを着用

幸手市 12月10日～17日 所属部署
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に人権推進課職員が
バッジを着用し、周知を図った。

埼玉県

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

11

ブルーリボン
バッジの着用

館内放送

掲示
懸け垂れ幕等
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

川口市
6月27日～7月1日
12月10日～14日

川口市立中央図書館
・川口市立中央図書館において拉致問題に関する関連図
書コーナーの設置

　

所沢市 12月10日～16日
所沢市男女共同参画推進センター

ふらっと
・拉致問題関連の図書を集めた特設コーナーを『北朝鮮
人権侵害問題啓発週間』に合わせて設置

その他 所沢市 12月10日 所沢市役所庁舎内
『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』に合わせ、市職員啓発
のための情報発信を実施

　

埼玉県11

図書コーナー
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

千葉県 7月3日 千葉県総合教育センター
学校人権教育研究協議会担当指導主事協議会における
アニメ「めぐみ」の上映

　

千葉県 9月10日 千葉県総合教育センター
社会人権教育指導者養成講座におけるアニメ「めぐみ」の
上映

　

千葉県 通年 千葉県ホームページ
・実施主体　千葉県
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

船橋市 通年 船橋市ホームページ ・掲載内容　啓発状況、啓発事項等

館山市 通年 館山市ホームページ ・掲載内容　 啓発週間の趣旨，啓発事項 　

松戸市 通年 松戸市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

茂原市 12月 茂原市ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、法務省ホーム
ページへのリンク

旭市 12月3日～16日 旭市ホームページ
・実施主体　旭市
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

市原市 12月10日～16日 市原市ホームページ
・実施主体　市原市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

我孫子市 11月30日～12月16日 我孫子市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項 　

四街道市 12月1日～16日 四街道市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

四街道市 通年 四街道市ホームページ
・掲載内容　「北朝鮮による拉致被害者を一日でも早く救
出するために」

袖ヶ浦市 通年 袖ケ浦市ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項,政府ホームペー
ジへの誘導

12 千葉県

DVD上映会

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

八街市 12月1日～16日 八街市ホームページ ・開催内容：啓発週間の趣旨、啓発事項

印西市 11月～12月 印西市ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、国際シンポジウ
ムの案内

白井市 通年 白井市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

富里市 12月1日～16日 富里市公式ホームページ
同問題についての関心と認識を深めるため、市公式ホー
ムページに同週間の趣旨、啓発事項を掲載した。

匝瑳市 12月 匝瑳市ホームページ
・「広報そうさ」に掲載した広報文をホームページでも閲覧
できる。また、通年、ホームページから内閣官房拉致問題
対策本部のホームページへリンクできる。

香取市 11月～12月 香取市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

栄町 11月20日～12月16日 栄町ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

東庄町 通年 東庄町ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

ｗｅｂ関連
メールマガジン

白井市 12月1日 白井市内
市のお知らせのメール配信を希望する方に、人権週間と
合わせて、配信
・配信内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

パネル・写真展
示

千葉県 2月17日～2月24日 県庁舎 拉致問題啓発パネルの展示

千葉県 12月1日～16日 千葉県庁内
・内容　県庁ロビーのＴＶモニターにて、「北朝鮮による日
本人拉致問題啓発アニメ めぐみ」を放映した。

　

松戸市 12月2日～18日 松戸市役所連絡通路
・放映時間帯　8:30～17:00
・回数　上記時間帯でリピート放映
・人権週間に関する展示物も併せて展示

松戸人権擁護委員協議会
（人権週間展示物）

茂原市 9月15日～10月7日 茂原市役所
・ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」
・茂原市役所庁舎１階ロビーにて8時30分～17時15分まで
終日上映

12 千葉県

ｗｅｂ関連
ホームページ

DVD放映
（常時）
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

柏市 12月10日～16日
柏市役所

本庁舎１階ロビー
映画「めぐみ」放映

勝浦市 10月19日～30日 勝浦市役所 映画「めぐみ」放映

千葉県 11月～12月 県内 啓発週間ポスターの掲出

千葉県 通年 千葉県ホームページ等
・掲載内容　「千葉県人権施策基本指針（改定）」に「北朝
鮮当局による拉致問題」を掲載

千葉県 通年
千葉県ホームページ
送付した案内冊子

・拉致被害者をテーマとしたDVDの貸出し

千葉県 11月17日
各市町村教育委員会

各県立学校
文書発送

柏市 12月 パレット柏 啓発週間ポスターを掲示した

鎌ヶ谷市 11月～12月
鎌ケ谷市本庁舎

鎌ケ谷市総合福祉保健センター
啓発週間ポスターを掲出した。

香取市 11月～12月 市内
啓発週間ポスターを市内の公民館、図書館、体育館など
の公共施設に掲出した。
・配布部数　10部

いすみ市 12月10日～16日
いすみ市役所　3庁舎

社会福祉協議会
啓発ポスターの掲示 　

大多喜町 11月～12月 県内 啓発週間ポスターを掲出した。

千葉県 12月 県内
・配布物　　広報誌「ちば県民だより」（12月号）
・発行部数　197万部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

船橋市 12月 船橋市内
・配布物　　 広報ふなばし（12月1日号）
・配布数　　 186,500部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

広報誌

12 千葉県

啓発資料

DVD放映
（常時）
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

成田市 12月 成田市内
・配布物「広報なりた」（12月1日号）
・発行部数　　44,150部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

我孫子市 12月 我孫子市内
・配布物　　 広報紙「広報あびこ」（12月1日号）
・配布数　　45,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

袖ヶ浦市 12月 袖ケ浦市内

・配布物　　 広報誌「広報そでがうら」（12月1日号）
・配布数　　 20,100部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項,政府ホームペー
ジへの誘導

　

印西市 12月 印西市内
・配布物　　 広報誌「いんざい」（12月1日号）
・配布数　　 27,200部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

白井市 12月 白井市内
・配布物　   広報「しろい」（12月1日号）
・配布数　　 25,088部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

富里市 12月1日 富里市内
同問題についての関心と認識を深めるため、広報紙に同
週間の趣旨、啓発事項を掲載した。
・配布物　広報とみさと12月号　19,300部

　

匝瑳市 12月 匝瑳市内

市広報紙「広報そうさ」12月号（12月1日発行）に広報文を
掲載し、周知･広報を実施した。
・配布物　市広報紙「広報そうさ」
・配布数　14,000部

山武市 12月 山武市内
・配布物　　「広報さんむ」12月号
・配布数　　約2万部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

長生村 12月 長生村内
広報ちょうせいに掲載し、周知・広報をした。
・配布物　広報ちょうせい（12月）
・配布数　約5700部

千葉県 12月10日 主に県内
・放送時間帯　7:10～7:20のうち90秒
・回数　１回
・放送局　千葉テレビ

千葉県 12月12日 主に県内
・放送時間帯　7:10～7:20のうち90秒
・回数　１回
・放送局　千葉テレビ

広報誌

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

12 千葉県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

千葉県 12月 千葉県庁 職員にブルーリボンの名札等への着用を奨励した。

流山市 12月4日～12月16日
流山市役所

第１庁舎１階ロビー
市役所ロビーにブルーリボンを結ぶホワイトツリー、パネ
ル、募金箱を設置

松戸人権擁護委員協議会
流山支部

ブルーリボン
バッジの着用

12 千葉県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会 北区 12月8日 北区内
・講演内容　蓮池　薫氏
「夢と絆を求めて〜翻弄された運命のなかで～」

江東区 12月10日、11日、15日
江東区文化センター

展示ロビー
　ＤＶＤアニメ「めぐみ」をテレビ画面で上映（3回）

江東区 12月10日～19日
江東区豊洲シビックセンター
3・10階エレベーターホール

ＤＶＤアニメ「めぐみ」をデジタルサイネージで上映（1日2
回）

　

町田市 10月17日
町田市

生涯学習センター
７階ホール

・ドキュメンタリー映画「めぐみ-引き裂かれた家族
の30年」上映

・38人の方に参加いただいた

拉致問題対策本部

東京都 通年 部ホームページ上 都の取組、拉致問題に関する情報、関係リンク等を掲載

千代田区 11月27日～
区ホームページ（人権啓発・人権相

談）
「北朝鮮による日本人拉致問題」の外部サイトリンクの掲
載

墨田区 通年 区公式ホームページ
人権週間を紹介するHP内で、法務省が掲載してる啓発活
動強調事項についても紹介しており、その一つとして北朝
鮮当局による人権侵害問題を掲載している。

　

品川区 通年 なし

・「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する理解の促進
について」というページを掲載
・「21世紀にふさわしい人権意識を育てよう」「人権学習の
とびら」ページ内の一項目として掲載

大田区 通年 大田区ホームページ ・啓発週間の趣旨、啓発事項等のPR

中野区 12月1日～16日 中野区ホームページ ・掲載内容　啓発週間を周知する内容

豊島区 通年 豊島区ホームページ ・　「拉致問題」として、概要を紹介

13 東京都

ｗｅｂ関連
ホームページ

DVD上映会
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

北区 通年 北区ホームページ ・東京都ホームページへリンク

練馬区 通年 練馬区ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、政府ホーム
ページへのリンク

足立区 通年 足立区ホームページ上 ・掲載内容　啓発週間の趣旨等

葛飾区 通年 葛飾区ホームページ 「北朝鮮当局による人権侵害問題」として当問題を説明

江戸川区 通年 江戸川区ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

小金井市 通年 小金井市ホームページ
・掲載内容　「北朝鮮による日本人拉致問題について」とし
て、概要を紹介

小金井市 12月1日～12月16日 小金井市ホームページ ・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の広報

日野市 通年 日野市ホームページ ・掲載内容　国ホームページへのリンクを掲載

国立市 通年 国立市ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間について

羽村市 通年 羽村市公式サイト
・実施主体　羽村市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、法務省・東京都のリンク

東京都 12月11日 部Twitter上
北朝鮮人権侵害問題啓発週間及び拉致問題について広
報

国分寺市 12月10日 Twi t t er
12月10日から 16日までの「 北朝鮮人権侵害問題啓発
週間」 に伴い，
国分寺市人権平和課よ り Twi t t er での情報発信。

13 東京都

ｗｅｂ関連
ホームページ

ｗｅｂ関連
Twitter
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

東京都 12月4日～11日 東京都庁第一本庁舎１階 「拉致被害者救出運動」写真パネル展を開催

北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、
北朝鮮に拉致された日本人を救出する
ための全国協議会、特定失踪者問題
調査会

東京都 12月14日～25日 都立中央図書館 「拉致被害者救出運動」写真パネル展を開催

北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、
北朝鮮に拉致された日本人を救出する
ための全国協議会、特定失踪者問題
調査会

港区 １月７日～１月19日
港区立赤坂区民センター

区民ギャラリー、文化情報センター

・展示内容　(公財)人権教育啓発推進センター作成のパ
ネル「考えようみんなの人権(北朝鮮当局によって拉致さ
れた被害者等と人権)」を、区主催の人権啓発パネル展に
て展示

(公財)人権教育啓発推進
センター

江東区 12月10日～15日 江東区文化センター展示ロビー
江東区関連特定失踪者（2名）を含む拉致関係のパネル
を展示

江東区
12月9日～11日
12月17日～19日
1月30日～2月1日

江東区総合区民センター2階ホー
ル

江東区豊洲文化センター
1階ギャラリー

江東区文化センター展示ロビー

人権啓発パネル展会場に併設して、江東区関連特定失
踪者（2名）を含む拉致関係のパネルを展示

品川区 12月
ＪＲ大森駅北側跨線道路、品川区

施設内
・人権啓発パネル展
・パネルの一部に掲載

大田区

目黒区 ７月 目黒区総合庁舎 啓発パネルの展示と来庁者への資料配布

目黒区 12月 目黒区総合庁舎 啓発パネルの展示と来庁者への資料配布

大田区 11月23日（月）～27日（金） 大田区役所本庁舎他 ・啓発ポスターの展示

杉並区 11月15日
荻窪地域区民センター

（杉並区内）

　北朝鮮拉致被害者家族支援パネル展を開催し、北朝鮮
拉致被害者及び特定失踪者などのパネルを展示
・実施主体　杉並区

パネル・写真展
示

13 東京都
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

杉並区 12月7日～12月11日
杉並区役所

２階　区民ギャラリー

　北朝鮮拉致被害者家族支援パネル展を開催し、北朝鮮
拉致被害者及び特定失踪者などのパネルを展示
・実施主体　杉並区

豊島区 12月7日～10日
豊島区役所１階

としまセンタースクエア
・拉致問題及び拉致被害者田口八重子さんのパネルを展
示

北区 8月4日～8月8日 北区内
・展示内容　（公財）人権教育啓発推進センターより借用し
た人権啓発パネル「北朝鮮当局によって拉致された被害
者等と人権」を区主催の平和祈念週間事業にて展示

（公財）人権教育啓発推進センター

荒川区 12月4日～12月16日
荒川さつき会館
南千住図書館

・拉致被害者等のパネルの展示 ・南千住警察署（チラシの掲出）

練馬区 12月4日～10日 練馬区本庁舎アトリウム 人権パネル展において、啓発週間ポスターを掲出

足立区 12月4日～9日
足立区役所

1階アトリウム
・展示内容　拉致問題啓発パネルの展示及び映画「めぐ
み」の上映

葛飾区 12月9日～12月14日 葛飾区役所２階区民ホール 拉致被害者に関するポスター等展示

昭島市 12月7日～12月11日 昭島市役所１階ロビー
・人権パネル展にて、北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポス
ターの掲示

昭島市人権擁護委員

町田市 12月7日～12月18日
町田市庁舎１階

イベントスタジオ
・ポスターを用いた周知・広報

小平市 12月6日～12月16日 小平市庁舎
　北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示及びチラシの
設置

DVD放映
（常時）

町田市 12月7日～12月18日
町田市庁舎1階

イベントスタジオ
・DVD　アニメ「めぐみへの誓い」の放映

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター「必ず助け出
す！」を用いた周知・広報を実施

法務省、政府拉致問題対策本部

政府主催国際シンポジウムのポスター及びチラシを用い
た周知・広報を実施

法務省、政府拉致問題対策本部

東京都及び区市町村 通年 都内

パネル・写真展
示

啓発資料

13 東京都
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

東京都及び区市町村 通年 通年
「東京へ、帰せ！」のポスター及びチラシを用いた周知・広
報を実施
・ポスター約2,050枚、チラシ約4,200枚

警視庁

東京都 通年 都内
・配布物「みんなの人権」
・作成部数110,000部

中央区 11月16日～12月12日　 　中央区役所庁舎４階
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布
・チラシの配布部数　20部

東京都

台東区 通年 台東区内
人権ハンドブックの作成・配布
１，０００部

墨田区 通年 職員・学校等
北朝鮮当局による拉致問題を含む様々な人権問題につ
いて掲載した「人権感覚」を３年に一度発行している。「人
権感覚」を研修等を通して職員や教職員へ配布した。

江東区 12月4日～18日 江東区内広報板（228箇所）
啓発ポスターを区内広報板へ掲出
掲出枚数　228枚

品川区庁舎内 ・ポスター掲示

イベントや研修実施場所

・品川人権宣言チラシの配布
・チラシの一部に掲載
・イベントや研修実施時に配布
・チラシ印刷部数　4,000枚

　

大田区 通年 大田区役所本庁舎 ・啓発ポスターの掲示、パンフレットの配布

杉並区 通年 杉並区内
パネル展会場などでリーフレット類（政府 拉致問題対策
本部、外務省作成）を配布し、啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　杉並区

府中市 12月1日～12月16日 府中市庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

小平市 4月1日～3月31日 小平市庁舎
　北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示及びチラシの
設置

啓発資料

13 東京都

通年品川区
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

東村山市 12月 東村山市役所本庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

福生市 12月4日～12月10日
市役所１階

情報スペース
　人権週間に合わせ、北朝鮮人権侵害問題啓発週間
ポスターの掲示

法務省

多摩市 通年
多摩市役所本庁舎、公民館、コミュ

ニティセンター
東京都作成の人権啓発ポスター（拉致問題）掲出

多摩市 11月～12月
多摩市役所本庁舎、公民館、コミュ

ニティセンター
政府主催国際シンポジウムのポスター掲出、チラシ配布

稲城市 12月3日～10日 稲城市庁舎
啓発冊子を送付
・実施団体　稲城市

日の出町 通年 日の出町役場庁舎内 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週刊ポスターの掲示

東京都 12月1日 都内
・配布物 「広報東京都」12月号
・掲載内容　啓発週間の趣旨、都の取組の紹介等

杉並区 11月15日 杉並区内
・配布物　　 広報すぎなみ（11月15日号）
・配布数　　 185,378部
・掲載内容　週間の趣旨、啓発事項

北区 12月 北区内
・配布物　広報誌「北区ニュース」（12月10日号）
・配布数　190,000部
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨

荒川区 令和3年11月26日 荒川区内

・配布物　　　広報誌「あらかわ区報」人権週間特集号
・発行部数　63,800部
・内容　　　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発
事項

板橋区 11月28日 板橋区内
「広報いたばし」にて、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
の趣旨等を掲載

13 東京都

啓発資料

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

広報誌 足立区 11月 足立区内
・配布物　　 広報紙「あだち広報」（11月25日号）
・配布数　　 約34万部
・掲載内容　啓発週間の趣旨等

東京都 12月5日～21日 都営バス車内
ポスター「東京へ帰せ！」の車内広告を実施
・広告枚数　約1,544枚

警視庁

東京都 11月30日～12月29日 都営地下鉄車内
ポスター「東京へ帰せ！」の車内広告を実施
・広告枚数　約870枚

警視庁

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

江戸川区 12月10日～16日 江戸川区役所敷地内

荒川河川水位表示塔(電光掲示板)への表示による周知・
広報
・表示内容　啓発週間、啓発事項
（一定間隔で荒川河川水位と交互に電光表示）

ブルーリボン
バッジの着用

杉並区 通年 杉並区役所内売店 ブルーリボンバッジの普及

東京都 12月10日～28日
東京都庁第一本庁舎・都庁前中央

通り
都庁舎を青色にライトアップするとともに、ブルーリボン旗
を街灯に掲出

文京区 12月1日～12月3日 文京シビックセンター 人権パネル展の中で、ブルーリボンをパネルで紹介

品川区 9月1日～12月24日 各学校 アニメ「めぐみ」を活用した授業の実施

清瀬市 12月7日～12月17日
清瀬市役所本庁舎

市内公共施設
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示

13 東京都

その他

掲示
列車、地下鉄、
バス中吊り広

告
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

神奈川県 通年 神奈川県国際課ホームページ
神奈川県国際課のホームページにおいて「拉致問題を風
化させない取組み」を掲載し、周知を図っている。

実施主体
神奈川県

横須賀市 通年 横須賀市ホームページ
北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と一考を促す記事
を掲載

　

秦野市 12月3日～12月9日 秦野市ホームページ 啓発週間の趣旨、啓発事項

大和市 通年 大和市ホームページ 啓発週間の趣旨、啓発事項を記載

海老名市 12月10日～12月16日 海老名市ホームページ 掲載内容　啓発週間の趣旨、パネル展

松田町 12月 松田町ホームページ 啓発週間の趣旨、啓発事項

神奈川県 10月5日 書面開催
人権男女主任者研修会の際に同時開催（書面開催）
拉致問題概要・県の取組説明

神奈川県 ４～７月 机上研修
県立学校初任者、小・中学校初任者、新採用養護教諭、
新任栄養教諭を対象とした研修講座において、拉致問題
啓発視聴覚教材の活用等について説明

神奈川県 11月25日～12月18日 オンライン
県立学校人権教育研修講座（人権教育担当者対象）に
て、視聴覚教材の視聴を研修内容の一つに設定

神奈川県 12月6日 新都市プラザ

「すべての拉致被害者救出を！」めぐみさんと家族の写真
展の開催
内容：横田めぐみさん写真展、神奈川県にゆかりのある
特定失踪者パネル展示、横田早紀江さんからのメッセー
ジの掲示、『アニメめぐみ』・『拉致被害者ご家族ビデオメッ
セージ～必ず取り戻す』・黒岩知事ビデオメッセージの上
映

主催：神奈川県、横浜市
後援：川崎市、相模原市、北朝鮮に拉
致された日本人を救う神奈川県議会有
志の会

神奈川県 令和3年1月20日～1月27日 県央地域県政総合センター 神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示 実施主体　神奈川県

パネル・写真展
示

14 神奈川県

ｗｅｂ関連
ホームページ

講座（学習会）
職員向け
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

神奈川県 ４月～8月18日 県西地域県政総合センター 神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示 実施主体　神奈川県

神奈川県 令和3年2月9日～2月16日 県西地域県政総合センター 神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示 実施主体　神奈川県

横須賀市 11月30日～12月3日 横須賀市庁舎
横田めぐみさんの写真及び神奈川県ゆかりの特定失踪
者パネルの展示

平塚市 11月24日～12月4日
平塚市庁舎本館１階

多目的スペース２

人権メッセージ展（市内中学校生徒の作品展示）の一部を
利用した、北朝鮮人権侵害問題啓発週間及び神奈川県
ゆかりの特定失踪者ポスターの掲示

鎌倉市 12月4日～12月21日 鎌倉市役所本庁舎ロビー 特定失踪者パネルの展示 神奈川県

藤沢市 12月12日～12月21日
藤沢市役所

本庁舎１階ラウンジ

人権メッセージパネル展において、横田めぐみさんの写真
パネル及び神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルの展
示

神奈川県
（湘南地域県政総合センター）

小田原市 11月20日～11月27日
小田原市役所
２階市民ロビー

・展示内容　特定失踪者等パネル展示
※人権メッセージパネル展と同時開催

神奈川県

茅ヶ崎市 12月16日～12月21日
茅ヶ崎市役所本庁舎１階

市民ふれあいプラザ

・神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルおよびポスター
展示
・拉致被害者（横田めぐみさん）の写真展示

神奈川県

逗子市 12月14日～12月21日
市民交流センター
1階展示コーナー

特定失踪者パネル展示 神奈川県

秦野市 12月3日～12月9日 秦野市役所内 特定失踪者パネルの展示
神奈川県
(湘南地域県政総合センター）

厚木市 11月19日～12月9日
厚木市民ギャラリー

（地下道）
特定失踪者パネルの展示 神奈川県

大和市 12月4日～12月9日 大和市役所本庁舎１階ロビー
神奈川県ゆかりの特定失踪者パネルの展示（人権パネル
展と同時開催）

・神奈川県県央地域県政総合センター
・大和市人権擁護委員会
・公益社団法人ｱﾑﾈｽﾃｨ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
日本

パネル・写真展
示

14 神奈川県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

伊勢原市 12月10日～12月16日
伊勢原市役所１階

市民ホール
神奈川県ゆかりの特定失踪者パネル展示 神奈川県

海老名市 12月10日～12月16日
海老名市役所１階
エントランスホール

・展示内容　横田めぐみさんほか特定失踪者に関する写
真パネル等（北朝鮮人権侵害問題啓発週間 パネル展）

・海老名警察署
・県政総合センター
・川崎市

座間市 12月11日～17日 市役所１階市民サロン 特定失踪者のパネル展示 神奈川県

南足柄市 12月17日～22日 南足柄市女性センター
・神奈川ゆかりの特定失踪者の情報提供を呼びかける写
真パネル等の展示
・実施主体　南足柄市

神奈川県

綾瀬市 12月11日～12月17日 綾瀬市役所市民ホール
・特定失踪者パネル展示
・展示数16枚

神奈川県

寒川町 12月10日～12月15日 寒川総合図書館 特定失踪者パネルの展示 神奈川県

大磯町 11月9日～11月13日
大磯町役場

本庁舎１階ロビー
神奈川県ゆかりの特定失踪者パネルの展示
※拉致被害者横田めぐみ氏のパネルを併設

神奈川県

二宮町 令和３年1月15日～1月22日 二宮町生涯学習センター 特定失踪者パネルの展示
政府拉致問題対策本部
神奈川県

中井町
11月30日～

12月7日
中井町農村環境改善センターロ

ビー
広く問題についての理解を深めるため、県から特定失踪
者に関するパネルを借用し展示した。

神奈川県
中井町教育委員会

大井町 12月1日～12月6日
大井町生涯学習センター

ホワイエ
拉致、特定失踪者パネルの展示

神奈川県総務部県民課
大井町教育委員会

松田町 12月11日～12月17日 松田町役場庁舎 特定失踪者等に関するパネル展示 神奈川県

山北町 11月20日～12月1日
山北町生涯学習センター
1階エントランスホール

2階ホワイエ他

人権啓発パネル展の実施（特定失踪者など126点を展示）
及び啓発品の配布

福祉課
生涯学習課
人権擁護委員会

開成町 10月6日～10月11日 開成町民センター 特定失踪者パネルの展示 神奈川県

パネル・写真展
示

14 神奈川県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

箱根町 9月14日～9月18日 箱根町役場本庁舎 特定失踪者パネルの展示 神奈川県

真鶴町 12月8日～12月13日 真鶴町民センター機能回復訓練室 特定失踪者に関するパネル展示 神奈川県

湯河原町 9月30日～10月7日
湯河原町役場第１庁舎１階　住民

ホール
特定失踪者パネルの展示

神奈川県
（県西地域県政総合センター）

清川村 11月6日～13日
清川村生涯学習センターせせらぎ

館
神奈川県ゆかりの特定失踪者パネルの掲示 神奈川県

神奈川県 令和３年３月 県内全域

令和３年３月発行の学習プログラム集に「ある日突然、大
切な人がいなくなったら」をテーマにした学習教材を掲載。
県立学校、市町村立小中学校及び市町村教育委員会、
社会教育施設等へ配付

藤沢市 12月12日～12月21日
藤沢市役所

本庁舎１階ラウンジ
人権メッセージパネル展において、啓発週間ポスターを掲
出

神奈川県
（湘南地域県政総合センター）

藤沢市 12月1日～12月16日 市民センター・公民館（13か所） 政府拉致問題対策本部作成ポスターの掲示

茅ヶ崎市 通年
茅ヶ崎市男女共同参画推進セン

ターいこりあ
神奈川県関連特定失踪者に関するポスター（神奈川県作
成）の掲示

厚木市 12月掲出日～12月16日
厚木市役所本庁舎１階

他市内公共施設
政府拉致問題対策本部作成ポスターの掲示 横浜地方法務局

大和市 12月 大和市役所内掲示板 神奈川県、法務省作成の啓発ポスターの掲示

伊勢原市 通年 伊勢原市役所１階 法務省作成の拉致啓発ポスターの掲示

座間市 通年 市役所掲示板 啓発週間ポスターを掲示

パネル・写真展
示

啓発資料

14 神奈川県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

綾瀬市 12月11日～12月17日 綾瀬市役所市民ホール

・啓発週間ポスターの掲示及び啓発週間チラシ・リーフ
レットの配布
・ポスター掲示数7枚
・チラシ・リーフレット配布部数　100枚

寒川町 12月 町民相談室
チラシの配架
約20部

　

大井町 12月1日～12月31日 町内公共施設
拉致問題について認識を広めるため啓発週間のポスター
を掲出

神奈川県及び県内市町村

横須賀市 12月号 市内全域

・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の期間と一考を促す記
事を掲載
・掲載紙：「広報よこすか」（12月1日発行）
・配布部数：170,400部

鎌倉市 12月 鎌倉市内

・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の趣旨、啓発事項を掲
載
掲載紙：「広報かまくら」
・配布部数：78,500部

茅ヶ崎市 12月 茅ヶ崎市内

・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」およびパネル・写真展
示の案内を掲載
・掲載紙：「広報ちがさき」(12月1日号)
・配布部数：110,000部

秦野市 12月1日号 秦野市内
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の趣旨、啓発事項を掲
載

大和市 12月 大和市内

・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の趣旨、啓発事項を掲
載
・掲載紙：　「広報やまと」（12月1日号）
・配布部数：81,000部

大和ラジオ放送でも
同内容を定期に放送

海老名市 12月1日 広報誌 ・掲載内容　啓発週間の趣旨、パネル展

座間市 12月１日号 座間市内
・広報「ざま」に啓発週間の趣旨及び啓発事項を掲載
・配布数　約 50,000部

寒川町 12月 寒川町内
・特定失踪者パネル展示についての周知
・掲載紙：「広報さむかわ」（12月号）

14 神奈川県

啓発資料

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

広報誌 松田町 12月 松田町町内
・広報誌「広報まつだ」（12月号）内における啓発週間の周
知　　　　　　　　　　発行数5,000部

藤沢市 12月1日～12月16日
藤沢市役所本庁舎

総合案内・待合ﾛﾋﾞｰ（１階～４階）・
エレベーターホール（全階）

政府拉致問題対策本部作成ポスターをデジタルサイネー
ジで市役所本庁舎各所に掲出

厚木市 12月10日～12月16日 本厚木駅前広場等
デジタルサイネージでの静止画放映
「12月10日～16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間　拉
致問題の早期解決は　神奈川県民の願いです」

掲示
懸け垂れ幕等

神奈川県 通年
神奈川県庁エネルギーセンター棟

2階フェンス
拉致問題啓発タペストリーの掲出

実施主体
神奈川県、あさがおの会

図書コーナー 寒川町 12月10日～15日 寒川総合図書館 特定失踪者パネル展示と同時に実施

14 神奈川県

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

新潟県
新潟市

新潟日報社
11月15日

りゅーとぴあ
新潟市芸術文化会館

忘れるな拉致　県民集会
・講演、拉致被害者御家族等の訴え、横田滋さんを偲ぶ
スライド上映、署名活動
・参加人数　200名

共催：長岡市
後援：新潟県

9月6日 アオーレ長岡
特定失踪者と拉致問題を考える集い－この思い　届け！
待っているよ　三奈子さん－
・参加人数　40名

主催：中村三奈子さんをさがす会

柏崎市 12月1日 柏崎市第一中学校
中学生への講演会（講師：蓮池薫氏）
・対象　全校生徒

柏崎市 12月15日 柏崎市南中学校
中学生への講演会（講師：蓮池薫氏）
・対象　全校生徒

国
新潟県
新潟市

12月13日 クロスパルにいがた
映画「めぐみ」上映会、国・県の取組説明、署名活動、ブ
ルーリボン配布
・参加人数　50名

後援：長岡市 3月29日 長岡市川崎コミュニティセンター アニメ「めぐみ」上映会 主催：中村三奈子さんをさがす会

新潟県 12月上旬 新潟県ホームページ
啓発週間の啓発及び啓発週間事業の案内をホームペー
ジに掲載

長岡市 通年 長岡市ホームページ 情報提供の呼びかけ、パネル展開催周知

上越市 通年 上越市ホームページ
・掲載内容　拉致問題の現状と課題

南魚沼市 12月 南魚沼市ホームページ
・掲載内容　啓発週間及び事業の外部サイト（法務省等）

街頭啓発活動
　新潟県議会拉致議連

協力：新潟県
12月10日 新潟駅前

新潟県議会拉致議主催の街頭活動に知事及び職員が参
加し、県民への呼びかけ及び啓発チラシの配布を実施

講座（学習会）
市民向け

新潟県 9月7日 明倫短期大学

拉致問題啓発セミナーの開催
・参加者　歯科技工士・歯科衛生士1年生　60名
・アニメ「めぐみ」上映、曽我ひとみさん講話、質疑応答、
県の取組説明

明倫短期大学

新潟県15

ｗｅｂ関連
ホームページ

講演会・集会

DVD上映会
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講座（学習会）
市民向け

新潟県 10月27日 新潟リハビリテーション大学
拉致問題啓発セミナーの開催
・参加者　医療学部リハビリテーション学科１年生70名
曽我ひとみさん講話、質疑応答、県の取組説明

新潟リハビリテーション大学

新潟県
新潟市

新潟日報社
12月19日～20日

新潟日報メディアシップ
(新潟市）

拉致問題を考えるパネル展（啓発週間特別展）
・展示内容　拉致被害者等の写真パネル
・その他　　 署名活動、ブルーリボン配布

救う会新潟

新潟県
市町村

大学　他
通年 県内（40会場）

拉致問題を考える巡回パネル展
・展示内容　拉致被害者等の写真パネル

新潟県
長岡市

９月８日～17日 ながおか市民センター
特定失踪者と拉致問題を考えるパネル展（長岡市出身特
定失踪者の中村三奈子さんを中心とした特定失踪者、拉
致被害者のパネル展示）

新潟県
長岡市

12月8日～12月16日 ながおか市民センター
特定失踪者と拉致問題を考えるパネル展（長岡市出身特
定失踪者の中村三奈子さんを中心とした特定失踪者、拉
致被害者のパネル展示）

新潟県
長岡市

11月6日～11月10日
長岡市川崎

コミュニティセンター

特定失踪者と拉致問題を考えるパネル展（長岡市出身特
定失踪者の中村三奈子さんを中心とした特定失踪者、拉
致被害者のパネル展示）

川崎コミュニティ推進会議

新潟県
柏崎市

10月12日～26日 柏崎市役所１階ロビー
拉致問題を考えるパネル展
※アニメ映画「めぐみ」の上映を同時実施

新潟県
南魚沼市

11月10日～11月29日 南魚沼市民会館 ・北朝鮮による拉致問題を考える巡回パネル展

新潟県
小千谷市

2月19日～3月8日
小千谷市総合産業会館

サンプラザ
・拉致問題に関する写真パネル等展示

新潟県
村上市

１２月７日～１２月１０日　 村上市役所山北支所
・実施主体　新潟県、村上市
・展示内容　拉致問題に関するパネルほか

新潟県
村上市

12月12日～12月13日
村上プラザ

※イオン村上東店併設

・実施主体　新潟県、村上市、村上市人権擁護委員協議
会
・展示内容　拉致問題に関するパネルほか

主催：村上市人権擁護委員協議会

佐渡市 12月10日～12月16日 佐渡市役所本庁 展示内容　拉致被害者等の写真パネル展示

魚沼市 12月10日～12月16日
魚沼市

広神コミュニティセンター
・展示内容　拉致被害者救出運動パネル

15 新潟県

パネル・写真展
示
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

パネル・写真展
示

魚沼市 2月20日 魚沼市文化会館
魚沼市民大学開催時に展示
・展示内容　拉致被害者救出運動パネル

新潟県
新潟市

7月17日～7月31日 西新潟市民会館ギャラリー
アニメ「めぐみ」上映
（パネル展示と同時開催）

新潟県 7月21日～7月30日 新潟空港
アニメ「めぐみ」上映
（パネル展示と同時開催）

新潟県 6月17日～6月30日
新潟ふるさと村

アピール館
アニメ「めぐみ」上映
（パネル展示と同時開催）

新潟県 12月19日～20日
新潟日報メディアシップ

(新潟市）
アニメ「めぐみ」上映
（パネル展示と同時開催）

新潟県 11月中旬
新潟県内の市町村、高校、大学、
公共施設、文化施設、観光施設等

啓発週間ポスター、チラシの掲出
・配布施設数　1,000箇所
・チラシ作成部数　4,000枚

長岡市 12月 長岡市内
啓発ポスターをながおか市民センター、長岡市各支所に
掲出
・設置数　11か所

新潟県 2月～　 県内市町村、公民館、図書館等 特定失踪者問題調査会啓発ポスターの掲出

見附市 １２月３日～１２月２１日　
見附市庁舎

まちの駅ネーブルみつけ
啓発週間ポスターの掲示及びチラシの設置

加茂市 11月～12月 加茂市庁舎
啓発週間ポスターの掲示
・ポスター掲示数　１部

五泉市 12月 五泉市役所本庁舎ほか 啓発週間ポスターを掲出し、啓発チラシを設置・配布

小千谷市 12月 小千谷市内
・県作成の北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
及びチラシの配布
・チラシ配布枚数　50枚

魚沼市 11月～12月 魚沼市内
県作成の北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターを掲出
する。

15 新潟県

DVD放映
（常時）

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

上越市 12月 上越市内全世帯
・配布物　　 広報上越（12月号…11月25日発行）
・配布数　　 約75,000部
・掲載内容　拉致問題巡回写真パネル展の案内

佐渡市 11月 佐渡市内
・配布物　広報誌「市報さど」
・配布数　約21,000部
・掲載内容　啓発週間、パネル展の周知

魚沼市 12月 魚沼市内
配布物：広報誌「市報うおぬま」（12月10日号）
・配布物：15,000部
・掲載内容：啓発週間の趣旨、啓発事項

小千谷市 11月25日～ 小千谷市内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知・啓発
・広報誌配布数　　「広報おぢや」（11月25日号）
　13,000部

新潟県 11月中旬～12月中旬 県内
啓発週間啓発ポスターを鉄道車内へ中吊り広告
・実施主体　新潟県
・JR県内主要路線、えちごトキめき鉄道、北越急行

新潟県 11月中旬～12月中旬 県内
啓発週間啓発ポスターを県内鉄道駅舎へ掲出
・実施主体　新潟県
・えちごトキめき鉄道、北越急行

新潟県 12月上旬～中旬 新潟市内、長岡市内他
啓発週間啓発ポスターを県内バス車内へ掲出
・実施主体　新潟県
・新潟交通パス70台、越後交通バス　30台

新潟県 毎月１回 新潟県内
・新潟日報「県からのお知らせ」、県公式ツイッターでパネ
ル展とはじめとする啓発活動の開催告知

上越市 12月2日ほか 上越市内

・放送時間帯　12:25～12:30
・回数　複数回（再放送あり）
・放送内容　市関係の特定失踪者の紹介、拉致問題巡回
写真パネル展の案内
・放送局　ＦＭ上越、有線放送

15 新潟県

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

広報誌

掲示
列車、地下鉄、
バス中吊り広

告
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

新潟県 12月上旬～中旬 県内

啓発週間啓発広報の放送
・ラジオスポット放送及び60秒CM、テレビ60秒CM
・放送局　新潟放送（ラジオ・テレビ）
　　　　　　FM新潟（ラジオ）

新潟県 12月上旬 県内
啓発週間の啓発及び啓発週間事業の案内資料を報道機
関へ提供

新潟県 11月中旬～下旬発行 県内
啓発週間の啓発広告を掲載
・雑誌名および発行数
　ｷｬﾚﾙ（42,000部）、assh（513,000部）

佐渡市 11月25日～12月13日 佐渡市内一円
ＣＡＴＶ（佐渡テレビジョン）によるお知らせ
・放送内容　啓発週間および署名活動の周知

新潟県 通年
新潟県庁

県内12地域振興局

拉致被害者等の早期帰国を求める横断幕、懸垂幕の掲
出
・横断幕→県庁舎屋外
・懸垂膜→県庁舎屋内、地域振興局内

佐渡市 12月10日～16日 佐渡市役所庁舎
拉致被害者等の早期帰国を求める横断幕、懸垂幕の掲
出

長岡市 12月 長岡市役所庁内 ブルーリボンを作成し、職員に配付、着用依頼

上越市 3月19日～3月31日 上越市役所内

・毎年4月の県からのブルーリボン着用協力依頼を見据
え、全職員に庁内グループウェアを通じて関係団体による
ブルーリボン運動を周知するとともに、既存バッジの購入
斡旋と着用協力を周知

新潟県 3月 新潟県庁・市町村
ブルーリボン着用等の協力依頼
・新潟県職員及び市町村に対し、着用の協力依頼と共
に、バッジ購入方法やリボン作成方法等を周知

図書コーナー 長岡市 通年 ながおか市民センター
図書コーナーに拉致問題、特性失踪者問題に関する図書
を配置

その他 新潟県 12月10日～12月16日 県内
啓発週間の啓発広告をYahoo!広告で配信
・配信対象　県内ユーザー13～39歳
・配信数　約78,000人

その他 長岡市 通年 ながおか市民センターほか３箇所
拉致被害者・家族義援金委員会及び中村三奈子さんをさ
がす会の募金箱を設置
・設置場所　長岡市内４箇所

15 新潟県

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

ブルーリボン
バッジの着用

掲示
懸け垂れ幕等
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会
DVD上映会

県、救う会富山等主催 12月6日 パレブラン高志会館
・救う会会長による講演
・拉致被害者家族のビデオメッセージ

・救う会富山
・北朝鮮に拉致された日本人を早期に
救出する富山県地方議員連盟　等

県、救う会富山主催 12月10日～12月16日 アピタ富山店、市町村
拉致問題に関するパネル、啓発週間に関するポスターを
掲示

・救う会富山
・富山市

富山市 12月14日～18日 富山市庁舎
・パネル展示、黒部川河口で発見された水中スクーターの
展示、アニメ「めぐみ」のDVD上映　等

救う会富山
富山人権啓発活動地域ネットワーク協
議会

高岡市 11月６日～12月６日
高岡市役所本庁舎、福岡庁舎、３

支所、ウイング・ウイング高岡

・北朝鮮人権侵害問題啓発講演会・ビデオ上映会のポス
ター掲示及びチラシ配布
・ポスター６枚、チラシ100枚

・救う会富山

富山市 11月～12月 富山市内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターを市庁舎、市内
地区センター等に掲示

県 11月～12月 県内各市町村 ・啓発週間ポスターの掲示
・県内市町村

富山市 11月 富山市内

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項等を掲
載
・配布物　　広報とやま（11月20日号）
・配布部数　172,000部

掲示
懸け垂れ幕等

富山市 12月14日～18日 富山市庁舎 ・富山市庁舎前に懸垂幕を設置

パネル・写真展
示

啓発資料

富山県16

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

石川県 12月10日～12月16日 石川県ホームページ
・ホームページに「北朝鮮人権啓発問題啓発週間」の趣
旨、啓発事項を掲載

街頭啓発活動
石川県
金沢市

12月10日
石川県金沢市

金沢駅もてなしドーム地下広場
・拉致啓発物品等の配布
・啓発物品配布件数　約500部

金沢地方法務局、石川県人権擁護委
員会連合会、救う会石川

パネル・写真展
示

石川県 12月10日～12月16日 石川県庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター、写真等の展示

啓発資料
石川県

県内市町
12月10日～12月16日

石川県庁舎
県出先機関

県内市町庁舎

・北朝鮮人権問題啓発ポスターの展示
・啓発パンフレット（内閣官房発行）の配置
・配置部数　500部（啓発パンフレット）

石川県17
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会
内閣官房拉致問題対策本部、福
井県、美浜町人権尊重啓発協議

会
12月19日 美浜町生涯学習センター

　講演：「拉致問題の早期解決を願って」
講師：本県拉致被害者　地村　保志氏

美浜町教育委員会
北朝鮮に拉致された日本人を救う福井
の会

街頭啓発活動 福井県

　12月12日
（福井市）
12月13日
（小浜市

福井市・小浜市の街頭

●街頭啓発
・啓発物やブルーリボンを配布し、拉致問題の早期解決と
理解促進を訴える。
●拉致問題啓発展
・警察と協力し、拉致に関する証拠品や資料を展示

福井地方法務局・県人権擁護委員連合
会・県警

街頭啓発活動
パネル・写真展

示
勝山市 12月10日 勝山サンプラザ

パネル展示、街頭啓発
人権擁護委員、未来創造課職員が参加

勝山警察署

DVD放映
（常時）

南越前町 11～12月 -
・CATVで北朝鮮による日本人拉致問題啓発活動アニメ
「めぐみ」を放映。
・CATV文字放送で拉致問題について啓発

広報誌 南越前町 11月25日 -
広報紙「南えちぜん」（12月号）
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載

鯖江市 12月11日～16日 市庁舎 市庁舎正面(4階)に横断幕掲示

越前町 12月 越前町生涯学習センター ポスター展示等

その他 小浜市 １２月 市役所内ロビー 「美浜事件」の遺留品等を展示 小浜警察署

掲示
懸け垂れ幕等

福井県18
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会 甲府市
①7月18日
②8月15日

①市立図書館
②総合市民会館

・北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ「めぐみ」の上
映

ｗｅｂ関連
ホームページ

山梨県 通年 山梨県ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

パネル・写真展
示

甲府市

①7月7日～7月19日
②8月12日～8月17日
③9月10日～9月23日
④11月5日～11月18日
⑤12月3日～12月16日
⑥2月4日～2月17日

①市立図書館
①中央公民館

②総合市民会館
③東公民館
③西公民館

③北東公民館
④中道公民館
⑤北公民館
⑤南公民館

⑥市役所本庁舎
⑥南西公民館

・北朝鮮人権侵害問題啓発パネル及びポスター掲示、チ
ラシの配布

啓発資料 山梨県・県内市町村 11月～12月 県内各所
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示、チラシの
配布

　

山梨県19
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会
長野県
松本市

11月4日
松本市Ｍウイング

６階ホール

映画「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」上映会
横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから３０年のご家
族の歩み、取組みを映画上映し、参加者に周知した。
参加者：61名

内閣官房拉致問題対策本部
松本人権擁護委員協議会
松本地区人権啓発推進協議会

長野県 通年 長野県公式ホームページ
広く同問題についての関心と認識を深めるとともに、署名
活動に対する協力を呼びかける内容を掲載。

　

千曲市 11月～12月 千曲市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発週間ポスター

東御市 通年 東御市ホームページ
北朝鮮による日本人拉致問題<内閣官房拉致問題対策
本部>外部リンク

　

署名活動 長野県 12月～1月 長野県内
「家族会」「救う会」実施の拉致被害者救出署名活動を支
援するため、県職員を対象に署名を収集

　

パネル・写真展
示

松川村
教育委員会

令和3年1月9日（土）～
1月24日（日）

松川村多目的交流センターすずの
音ホール　村民ギャラリー・パッ

サージュ

横田めぐみさんと家族の写真展
横田夫妻の活動を支援している「あさがおの会」より写真
パネル40枚、タペストリー2枚を借用して展示。

あさがおの会（パネル借用元）

上田市 4月1日～3月31日 市民プラザ・ゆう
・拉致問題啓発用チラシをロビーに配架。
・チラシ配架部数　20枚

　政府拉致問題対策本部

飯田市 12月 飯田市内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　長野県飯田市
・ポスター１枚

　

須坂市 11月～12月
須坂市本庁舎、人権交流セン

ター、生涯学習センター等

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　長野県須坂市
・ポスター掲示部数　　10部

長野地方法務局

伊那市 12月10日～12月16日
伊那市役所

総合支所2か所
支所6か所

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・ポスター9枚

　

駒ヶ根市 11月～12月 駒ヶ根市役所、公民館
・啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　長野県及び県内市町村

20 長野県

ｗｅｂ関連
ホームページ

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

　中野市 12月1日～12月31日　
中野市人権センター
豊田人権センター

啓発週間に合わせて、周知ポスターを掲示 　

千曲市 10月～11月 千曲市庁舎内
県国際交流課から配布された拉致問題の映画上映会チ
ラシを掲示
・掲示部数　１枚

　

千曲市 11月～12月
千曲市庁舎内

公民館
法務局から配布された啓発週間ポスターを掲示
・掲示部数　10枚

御代田町 11月下旬～12月16日 御代田町役場庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　ポスターの掲示

　

富士見町 12月10日～12月31日 富士見町役場庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 富士見町役場総務課

辰野町
令和2年12月10日～
令和2年12月16日

辰野町内

ポスター掲示ほか　同問題について、住民に広く関心と認
識を深めてもらうため、広報・ホームページへの掲載、地
域情報告知システム等を通じて文字・音声による広報を
おこなった。

　

飯島町 １２月 飯島町役場 実施内容：北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

麻績村 １２月
役場庁舎

村民ホール
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・映画上映会のチラシ設置及び掲示

　

小布施町 12月 小布施町公民館 啓発週間ポスターの掲出 　

小川村 12月10日～12月16日 小川村役場庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週刊ポスターの掲示 　

広報誌 飯田市 12月 飯田市内

・配布物　広報誌「広報いいだ」12月１日号での啓発　掲
載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　長野県飯田市
・配布部数　35,000部

20 長野県

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

茅野市 12月号 茅野市内

広く同問題についての関心と認識を深めるため、広報紙
を媒体として周知・広報を実施。
・配布物　茅野市広報紙「広報ちの」
・発行部数　18,650部

　

軽井沢町 12月1日 軽井沢町内

拉致問題を始めとする北朝鮮人権侵害問題についての
関心と認識を深めるため、広報誌に記事を掲載。
・配布物　広報誌「広報かるいざわ」（12月号）
・配布数　8,600部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

　

飯島町 １１月
飯島町内

（ふるさと納税者含む）

実施主体：飯島町
配布物：広報いいじま（１１月号）
配布数：約3,700部
掲載内容：啓発週間の趣旨、啓発事項

　

掲示
懸け垂れ幕等

長野県 12月10日～16日
長野県内

（県庁舎、県内合同庁舎）
広く同問題についての関心と認識を深めるため、主な県
庁舎に懸垂幕を設置

　

20 長野県

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

岐阜県 通年 岐阜県ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項の掲載 　

啓発資料 岐阜県 １１月～１２月
県庁舎内

県総合庁舎内
内閣府拉致問題対策本部から配布される啓発ポスターの
掲出及びチラシの配布

21 岐阜県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会 袋井市人権問題啓発推進協議会 11月15日
月見の里学遊館

うさぎホール
（袋井市内）

拉致被害者である蓮池薫さんを講師として招いての講演
会

共催
・袋井市
・袋井市教育委員会

DVD上映会 静岡県 10月29日
サールナートホール

（静岡市内）
・映画「めぐみ」の上映
・政府の取組説明

共催
・政府拉致問題対策本部
・静岡県議会北朝鮮拉致問題早期解決
促進議員連盟

ｗｅｂ関連
ホームページ

静岡県 通年 静岡県ホームページ
掲載内容：拉致の可能性のある方々（県内関係）の情報
提供を県民に呼びかけた。

静岡県 １１月～１２月 静岡県内
法務省や内閣府拉致問題対策本部から配布される啓発
ポスターを掲出し、啓発週間ちらしを配布した。

　

袋井市 11月18日～12月16日 袋井市庁舎 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスターの掲示

ブルーリボン
バッジの着用

静岡県 適宜 静岡県内
県議会定例会等において、県職員や超党派議員に対して
ブルーリボンバッジの着用を呼びかけた。

啓発資料

22 静岡県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会
DVD上映会

愛知県 名古屋市、内閣官房拉致
問題対策本部事務局

12月5日
伏見ライフプラザ  　　　　　　　(鯱城

ホール)

内閣官房拉致問題対策本部事務局「政府の取組みにつ
いて」講演　　　　「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」上
映

愛知県 11月27日～12月16日 愛知県ホームページ
啓発週間ウエブサイト更新(12月3日）

愛知県 通年 愛知県ホームページ
通年で北朝鮮人権問題に関するWEBページを掲載
・掲載内容　啓発週間の趣旨、関係団体へのリンク
・実施主体　愛知県

豊川市 通年 豊川市ホームページ
北朝鮮人権侵害問題啓発週間や拉致問題その他北朝鮮
当局による人権侵害への対処に関する法律について掲
載

啓発資料
愛知県

県内市町村
11月～12月 愛知県内

啓発週間ポスターを掲出

愛知県
県内市町村

11月27日～12月16日
愛知県庁本庁舎、　　　　　　　南玄

関、西庁舎
啓発週間ポスターを掲出

　

愛知県
名古屋市

12月1日～12月6日
なごや人権啓発センター　　　（伏

見ライフプラザ）
上映会に併せ、日本人拉致問題、特定失踪者に関するパ
ネル展を開催

特定失踪者問題調査会

愛知県 12月10日～12月16日
愛知県本庁舎

地下通路
啓発ポスターを掲示

DVD放映
（常時）

愛知県 12月10日～12月16日 あいち人権啓発プラザ

北朝鮮による拉致問題企画展の開催
・展示内容　拉致問題に関するポスター、年表等の掲出、
関連書籍・パンフレットの設置・貸出、アニメ「めぐみ」や
「ご家族のメッセージ」の映像上映

愛知県人権推進室

豊橋市 通年 豊橋市役所庁舎
・横田めぐみさん着物姿の写真が掲載されたポスター、
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスターの掲示

法務省

豊橋市 12月9日～12月16日 豊橋駅地下アドケース
・横田めぐみさん着物姿の写真が掲載されたポスター、
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスターの掲示

法務省

豊橋市 12月9日～12月16日
豊橋中央図書館
総合福祉センター

・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスターの掲示 法務省

ｗｅｂ関連
ホームページ

パネル・写真展
示

啓発資料

23 愛知県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

豊川市 通年
豊川市役所、４支所（一宮、音羽、
御津、小坂井）、小坂井文化セン

ター
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

刈谷市 12月 刈谷市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

稲沢市 ２月１６日～２月２６日 稲沢市庁舎
・ツイッター開設チラシの配布
・チラシ配布部数　約５０枚

大府市 12月10日～12月16日 大府市庁舎 ポスターの掲示

豊明市 11月30日～12月16日 豊明市役所庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスターの掲示

日進市 12月4日～12月16日
日進市庁舎

日進市立小中学校
日進市立図書館

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

日進市 3月1日～ 日進市庁舎 ・「拉致問題」啓発ポスターの掲示

あま市 12月10日～12月16日
あま市役所本庁舎

あま市役所甚目寺庁舎
国から送付された啓発ポスターの掲示

愛知県 12月 愛知県内
「あいち人権情報」広報22号に啓発週間についての告知
を掲載

蟹江町 12月 蟹江町内
蟹江警察署からの掲載依頼で、北朝鮮人権侵害問題啓
発週間を周知する記事を町広報誌12月号に掲載した。

蟹江警察署

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

尾張旭市 12月11日～12月16日
尾張旭市役所・尾張旭市保健福祉

センター
北朝鮮人権侵害問題啓発週間に、コミュニティビジョンで
啓発

その他 豊川市 ５月 豊川市役所庁内
全職員に対して、人権意識の向上を推進するための取組
みについて理解を深めるよう通知文を発出した。

啓発資料

広報誌

23 愛知県



58 / 151 ページ

【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会 桑名市 12月10日～16日
桑名市人権センター

企画展示室
アニメDVD「めぐみ」適宜上映

三重県
①通年
②12月

三重県ホームページ
①拉致問題に関するサイトを管理・運営
②当該週間やパネル展について周知

志摩市 12月1日～16日 志摩市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

三重県 12月11日～20日 三重県人権センター　アトリウム
啓発用パネル（県及び拉致問題対策本部事務局作成等）
等の展示を行った。

三重県 12月11日～20日 三重県人権センター　アトリウム
啓発用パネルの展示に合わせて，横田めぐみさんご家族
のミニ写真展を行った。

あさがおの会

三重県及び県内各市町 通年
三重県内

（県庁舎及び県内各市町庁舎等）
内閣官房から送付されたポスター等を県庁舎及び県内各
市町庁舎等において掲出等した。

三重県及び県内各市町 11月～12月
三重県内

（県庁舎及び県内各市町庁舎等）
法務省から送付されたポスター等を県庁舎及び県内各市
町庁舎等において掲出等した。

鈴鹿市 １月23日～24日 鈴鹿市文化会館さつきプラザ 人権啓発イベントでポスターの掲示・啓発冊子の配置 救う会三重

伊勢市 12月 伊勢市内
・配布物　広報誌「広報いせ」（12月１日号）
・配布数　約53,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

鳥羽市 12月1日 広報とば12月1日号 啓発週間周知記事掲載

いなべ市 12月 いなべ市内
・配布物　　広報誌「Linkいなべ1月号」
・配布数　　13,000戸
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

志摩市 12月 志摩市内
・配布物　　 広報誌「しま」（12月号）
・配布数　   20,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

掲示
新聞、テレ

ビ、ケーブル
テレビ、ラジ

三重県 12月10日 三重県内
ＦＭ三重で、当該週間の趣旨及びパネル展の案内等につ
いて放送した。

広報誌

ｗｅｂ関連
ホームページ

24 三重県

パネル・写真
展示

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

鳥羽市 12月10日-12月16日 ケーブルテレビ文字放送 啓発週間に合わせ、文字放送を実施 鳥羽警察署

志摩市 12月1日～16日 志摩市内
CATV志摩市行政チャンネルにおける文字放送での周知・
広報

館内放送 三重県 12月10日 県本庁舎
県庁内放送で、当該週間の趣旨及びパネル展の案内等
について放送した。

ブルーリボン
バッジの着用

三重県 12月10日～16日 三重県内
ブルーリボン（バッジ）を知事等幹部職員が着用するととも
に、職員や来庁者等に啓発を行った。

図書コーナー 鳥羽市 11月27日-12月13日 鳥羽市立図書館
差別をなくす強調月間及び人権週間中の図書館人権図
書展示に合わせ、北朝鮮人権問題に関する図書を展示

三重県 3月 県内公立学校

3月に発行した教職員向け資料「人権教育サポートガイド
ブックⅡ」に、人権問題に関する教科横断的な学習につい
て記載し、その内容の一つに拉致問題に関する取組を紹
介した。

県内市町等教育委員会

三重県 3月 県内公立学校

県内の中学校や高等学校等を対象に、アニメ「めぐみ」視
聴後に行う学習例を記載した人権学習指導資料を作成し
た。

県内市町等教育委員会

三重県 11月 県内公立学校

本県における差別をなくす強調月間（11月11日～12月10
日）を教職員に周知するためのチラシに、北朝鮮人権侵
害問題啓発週間やアニメ「めぐみ」について記載し、学習
の実施を促進した。

県内市町等教育委員会

掲示
新聞、テレ

ビ、ケーブル
テレビ、ラジ

オ

その他

24 三重県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

長浜市 12月10日～12月16日 長浜市役所 啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載 長浜市　ホームページ

栗東市 11月17日～12月28日 栗東市役所 啓発週間趣旨、啓発事項、啓発週間ポスター画像の掲載 栗東市ホームページ

湖南市 12月1日～31日 湖南市役所 啓発週間趣旨、啓発事項を掲載 ・掲示場所　湖南市ホームページ

滋賀県 12月10日～12月16日
展示場所

滋賀県庁県民サロン
啓発週間パネルおよび拉致問題関係パネルの展示

長浜市 12月10日～12月16日 長浜市役所 拉致問題啓発パネルを展示
・展示場所
　長浜市役所市民ギャラリー

滋賀県 　11月～12月 滋賀県内
滋賀県内にて啓発週間ポスターを配布し、掲出
配布数　650部

配布先　県機関、県内学校、警察、市
町

近江八幡市 11月～12月 近江八幡市役所 啓発週間ポスターの掲出 ・掲示場所　近江八幡市役所

栗東市 11月中旬～12月18日 栗東市役所内 啓発週間ポスターの掲出

彦根市 11月～12月 掲示場所　市内7か所 市内公共施設において、啓発週間ポスターを掲示 市内7か所

高島市 11月～12月 掲示場所　市内10か所 本庁および支所、公民館等へ啓発週間ポスターの掲出 市内10か所

米原市 11月～12月 ・掲示場所　市内7か所 市内公共施設にて啓発週間ポスターの掲出 市内7か所

草津市 11月下旬～12月中旬 市内公共施設 市内公共施設において、啓発週間ポスターを掲示 市内公共施設

守山市 11月～12月 守山市役所 啓発週間ポスターの掲出

25 滋賀県

啓発資料

パネル・写真展
示

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

啓発資料 湖南市 11月～12月 湖南市内 啓発週間ポスターの掲出 湖南市内

長浜市 12月 長浜市役所
広報ながはま12月号への掲載
配布数　約42,000部
内   容　啓発週間趣旨、啓発事項、パネル展について

・掲載場所　広報ながはま

草津市 12月1日号 草津市役所
広報誌を媒体とする周知・広報の実施
配布数　57,437部

栗東市 12月 栗東市内

広報誌による周知・広報
配布物　広報りっとう（12月号）
配布数　28,600部
内   容　啓発週間趣旨、啓発事項

・掲載場所　広報りっとう

湖南市 12月1日発行 湖南市内
啓発週間趣旨、啓発事項を市広報へ掲載
配布物　市広報誌
配布数　22,000部

湖南市広報誌

米原市 12月 米原市内
広報まいばら12月1日号への掲載
配布数　約13,500部
内   容　啓発週間趣旨、啓発事項について

・掲載場所　広報まいばら

竜王町 12月 竜王町内
広報りゅうおう（12月号）への掲載
内   容　啓発週間、啓発事項について

広報りゅうおう

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

草津市 12月1日～16日 JR南草津駅 JR南草津駅電光掲示板への掲示 JR

館内放送 滋賀県 12月10日 滋賀県庁
拉致週間の初日に庁内放送による周知およびパネル展
示開催の案内を行った

その他 滋賀県 12月10日～12月16日 滋賀県庁内
職員用ポータルサイト内掲示板にて拉致週間趣旨および
パネル展示の案内を掲載

25 滋賀県

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

京都府 通年 京都府ホームページ ・啓発週間の趣旨、啓発事項

京都府 11月21日～3月31日
WEB版

「京都ヒューマンフェスタ2020」特設
サイト

・京都府関係の拉致被害者及び日本
政府認定の拉致被害者を中心とした
パネルを展示

京田辺市 通期
【京田辺市】

ホームページによる周知・広報
・京田辺市ウェブページへ啓発週間の趣旨・啓発事項を
掲載している。

　

精華町 12月10日～12月16日 精華町ホームページ
・実施主体　精華町
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

　

与謝野町 　12月10日～12月16日 町ホームページ ・ホームページに最新情報として掲載

ｗｅｂ関連
メールマガジン

与謝野町 12月16日 メールマガジン登録者
・携帯電話登録者へ啓発週間の主旨
や啓発事項を送信

京都府 8月 京都府各広域振興局
・京都府関係の拉致被害者及び日本政府認定の拉致被
害者を中心としたパネルを展示

京都府 12月15日～12月17日 京都府本庁舎
・拉致問題の概要や京都府関係の拉致被害者や特定失
踪者に関するパネルや写真の展示

横田めぐみさん等
被拉致日本人を救出する京都会

京都府及び
府内各市町村

12月 京都府内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの提出及びチラ
シの配架

宇治市 8月20日 宇治市文化センター ・啓発ポスターの掲示
城南人権擁護委員協議会
宇治市部会

京丹波町 12月5日 和知ふれあいセンター
・京丹波町人権講演会　会場において啓発ポスターを掲
示

　

京都府 12月 京都府内
・啓発週間の趣旨、啓発事項
・広報誌「府民だより」（12月号）
・配付数　約119万部

福知山市 12月 市内
・広報誌「広報ふくちやま」（12月号）への記事掲載
・配布部数：32,900部
・掲載内容：啓発週間の趣旨、啓発事項

　

26 京都府

広報誌

パネル・写真展
示

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

宮津市 １１月２０日発行　 市内全域

・実施主体：宮津市　　　　　　　　　　　　　　　　　・配布物：
広報誌みやづ11月号　　　　　　　　　・配布数：8,000部（各
戸配布）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・掲載内容：
啓発週間の趣旨・啓発事項

　

向日市 12月 市内全域 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の広報 　

与謝野町 11月25日 町内各戸、公民館、公共施設
・広報よさのお知らせ版（11月号）の
　配布
・配布部数　8,000部

　

京都府 12月10日～16日 京都府内全域
・40秒枠を7回放送（ラジオ）
・エフエム京都「スポット」

与謝野町 　12月10日～12月16日 町有線テレビ
・文字、データ放送によって啓発週間
の主旨や啓発事項を掲載

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

京田辺市 11月～12月
【京田辺市】

来客者向け案内ビジョンによる周
知・広報

・京田辺市役所来客者向け案内ビジョンによる周知・広報
を実施。

館内放送 京都府 12月10日 京都府本庁舎 ・啓発週間の趣旨、啓発事項

その他 京都府 12月10日～12月15日 京都府旧本館
・旧本館を拉致問題啓発カラーであるブルーにライトアッ
プ

広報誌

26 京都府

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会 東大阪市 12月20日
東大阪市

文化創造館ジャトーハーモニー小
ホール

・ アニメ「めぐみ」（短縮版）の上映
・講演「母が拉致された時僕はまだ1歳だった」　講演者
飯塚　耕一郎（田口八重子さん長男、拉致被害者家族）

東大阪市教育委員会
世界人権宣言東大阪連絡会議
東大阪市人権啓発協議会

大阪府 1月30日 豊中市立ローズ文化ホール

・アニメ「めぐみ」・拉致被害者ご家族ビデオメッセージを上
映
・事前予約者：62名
・当日来場者：43名
（うちアンケート回答者：40名）

政府拉致問題対策本部
大阪市
府内全市町村

柏原市 12月10日～12月16日 柏原市立男女共同参画センター ・DVDアニメ「めぐみ」の上映
東大阪人権擁護委員協議会
柏原地区委員会
柏原市企業人権連絡協議会

熊取町 12月12日
熊取図書館
（2階ホール）

・政府拉致問題対策本部が作成した、アニメ「めぐみ」の
上映会を開催
・同日中５回上映

政府拉致問題対策本部
熊取町人権協会
熊取町教育委員会
人権啓発活動泉州地域ネットワーク協
議会

吹田市 3月13,14,17,18日
平和祈念資料館

（吹田市）
・上映内容　アニメ「めぐみ」
・参加人数　5人

高槻市 12月11日～12月12日 高槻市立生涯学習センター ・アニメ「めぐみ」の上映

和泉市 12月10日～12月16日 和泉市ホームページ ・掲載内容　啓発事項

茨木市 通年 茨木市ホームページ
・「12月10日～16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の
周知
・政府拉致問題対策本部ＨＰへのリンク

大阪狭山市 11月～12月 大阪狭山市ホームページ ・啓発週間の周知

河内長野市 12月1日～12月17日 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の記事掲載

岸和田市 12月 岸和田市ホームページ
・岸和田市ホームページへの掲載
・内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

ｗｅｂ関連
ホームページ

27 大阪府

DVD上映会
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

熊取町 11月16日～12月16日 熊取町ホームページ 事業周知広報および啓発週間周知 　

熊取町 12月
熊取町内

熊取町ホームページ

・人権啓発紙「しあわせへの道」の記事として「映画会およ
びパネル展」の事業案内および啓発週間について掲載
・同紙については、HPにも掲載

吹田市 通年 吹田市ホームページ ・内容　拉致問題・啓発週間等の周知

泉南市 通年 泉南市ホームページ
・市webサイト上で北朝鮮人権侵害問題啓発週間につい
ての記事を掲載

高槻市 11月27日～12月16日 高槻市ホームページ ・内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

富田林市 12月10日～12月16日 富田林市役所庁内
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について、市ウェブサ

イトで周知

羽曳野市 通年 羽曳野市ホームページ
・羽曳野市ホームページにパネル写真等を掲載
・政府拉致問題対策本部HPへのリンク

東大阪市 11月19日～12月20日 東大阪市ホームページ
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と講演会の案内を
掲載。

ｗｅｂ関連
Twitter

東大阪市 12月7日～12月20日
・Twitterにて北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と講演
会の案内を掲載

羽曳野市 通年 羽曳野市Facebookページ ・羽曳野市Facebookページにパネル写真等を掲載

東大阪市 12月7日～12月20日
・Ｆａｃｅｂｏｏｋにて北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と
講演会の案内を掲載

大阪府 12月4日～12月15日 大阪府立中央図書館
・「人権展」における拉致問題啓発パネルの展示
・実施主体　大阪府

泉大津市 12月16日～12月21日
泉大津市庁舎
1階市民ロビー

・展示内容　北朝鮮拉致被害者救出運動写真　パネル展

ｗｅｂ関連
ホームページ

パネル・写真展
示

大阪府27

ｗｅｂ関連
Facebook
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

河南町 12月4日～12月10日 河南町役場庁舎 ・北朝鮮拉致被害者問題パネル展示

河内長野市 11月14日～12月16日
河内長野市庁舎

市民ホール
・人権週間の啓発事業として行うパネル展示の中で北朝
鮮人権侵害問題についてもコーナーを設けた

熊取町 12月2日～12月16日 熊取図書館 ・政府拉致問題対策本部作成のパネル展を実施

政府拉致問題対策本部
熊取町人権協会
熊取町教育委員会
人権啓発活動泉州地域ネットワーク協
議会

吹田市
12月7日～12月11日
12月14日～12月18日

吹田市役所
千里ニュータウンプラザ

（吹田市）
・内容　拉致被害者に関するパネル等

高石市 12月15日～12月23日 高石市役所ロビー ・拉致被害者に関するパネル展示 大阪府

千早赤阪村 12月2日～10日
千早赤阪村内
くすのきホール

・掲載内容　拉致問題に関するものを含む人権全般

豊中市 11月10日～11月16日 豊中市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発パネルの展示

羽曳野市 12月10日～12月16日　 羽曳野市役所庁舎
・北朝鮮拉致問題に関するパネル展示
・啓発物品配布

羽曳野警察署

枚方市 3月24日 メセナひらかた会館　

・12月に実施予定（新型コロナウイルス感染症の影響によ
り中止）であった「拉致問題を考えるパネル展」を別事業
（映画会）と併せて実施
・内容　拉致被害者に関するパネル展示

特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会
大阪府府民生活部人権局
人権企画課

箕面市 12月1日～12月9日 箕面市立桜ヶ丘人権文化センター

内容
　①「北朝鮮による日本人拉致問
　　　題」（タイトルパネル）
　②「すべての拉致被害者の帰国を
　　　目指す！」
　③「オールジャパンでの取組態勢
　　　と具体的施策」
　④「拉致問題に関する動き」（年表
　　　パネル）

大阪府　府民文化部　人権局
人権企画課　企画グループ

パネル・写真展
示

27 大阪府
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

箕面市 12月10日～12月16日 かやのさんぺい橋（箕面市）

守口市 12月9日～12月17日 守口市庁舎 ・啓発パネル及び週間ポスター展示 　

八尾市 12月10日～12月18日
八尾市役所本館１階

市民ロビー
・パネル枚数　48枚

泉大津市 12月16日～12月21日
泉大津市庁舎
1階市民ロビー

・DVDアニメ「めぐみ」の上映
・参加人数　200人

　

四條畷市 12月10日～12月16日
四條畷市

市民総合センター
ロビー

・映画「めぐみ―引き裂かれた家族の３０年」放映
・内閣官のDVDを市民総合センター一階ロビーにて放映

太子町 12月4日～12月16日 太子町役場1階ホール
・DVDアニメ「めぐみ」
・開庁時間の午前9時～午後5時30分の間、常時上映

羽曳野市 12月10日～12月16日　 羽曳野市役所庁舎 ・DVDアニメ「めぐみ」放映

大阪府 12月10日
曽根崎警察署地下　大阪府警察コ

ミュニティープラザ前
（大阪市北区）

・啓発資料を配架物コーナーに設置
・配架物　啓発チラシ
・配架数　100枚

大阪市
曽根崎警察署

柏原市 12月10日～12月16日 柏原市立男女共同参画センター ・啓発週間ポスターの掲示
東大阪人権擁護委員協議会
柏原地区委員会
柏原市企業人権連絡協議会

門真市 通年
・門真市役所

・人権市民相談課啓発コーナー
・大阪ブルーリボンの会作成の啓発リーフレットを配架

門真市 12月10日～12月16日 門真市内公共施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・掲示数　市内公共施設60ケ所

岸和田市 12月 岸和田市内の主な公共施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出
・掲出枚数　約50枚

パネル・写真展
示

啓発資料

27 大阪府

DVD放映
（常時）
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

熊取町 12月2日～12月16日 熊取図書館
・パネル展および映画会にて、政府拉致問題対策本部が
作成した「北朝鮮による日本人拉致問題」「すべての拉致
被害者の帰国を目指して」パンフレットを配布・配架

政府拉致問題対策本部

島本町 12月10日～12月16日 島本町人権文化センター
・展示内容　北朝鮮人権侵害問題啓発に関するポスター
の掲示

吹田市 12月 吹田市役所 ・内容　啓発週間ポスター掲出

摂津市 通年
摂津市役所

4階　人権女性政策課前
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

泉南市 11月24日～11月29日 公共施設等 人権週間「人権作品展」の会場内にポスターを掲示

大東市 通年 大東市役所本庁舎内
・内閣官房拉致問題対策本部作成ポスター（横田めぐみ
さん版）の掲示

高槻市 12月10日～12月16日 高槻市内各施設
・啓発週間ポスター（法務省作成）を掲示
・掲示枚数　40枚

田尻町 12月 田尻町内
・大阪法務局から配布のあった「北朝鮮人権侵害問題啓
発週間」等に係るポスターを町内公共施設及び南海本線
吉見ノ里駅の人権啓発コーナーに掲示。

忠岡町 12月以降 忠岡町役場
・アニメ「めぐみ」・拉致被害者御家族ビデオメッセージ上
映会のチラシを配架
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発物品配架

千早赤阪村 12月 千早赤阪村内 ・法務省啓発人権ポスターの掲出 　

豊中市 通年 豊中市庁舎
・啓発ポスターの掲示、啓発リーフレット（大阪ブルーリボ
ンの会作成）の配架

27 大阪府

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

豊中市 12月1日～12月16日 豊中市内
・法務省啓発週間ポスターの掲示
・配布部数　48枚

豊能町 12月10日～12月16日 豊能町役場庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

富田林市 12月10日～12月16日
富田林市役所庁内及び各公共施

設
・法務局作成「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター及
びチラシ」の掲示・配布

大阪法務局人権擁護部第三課

寝屋川市 12月１日～12月16日
寝屋川市役所内および寝屋川市

立男女共同参画推進センター
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

能勢町 12月1日～12月27日
能勢町庁舎及び

公共施設
・啓発週間ポスターを掲示し、啓発週間チラシを設置
・チラシ設置部数　15部

　

羽曳野市 12月10日～12月16日　 羽曳野市役所庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 羽曳野警察署

羽曳野市 通年 羽曳野市役所庁舎 ・啓発リーフレットの配架

阪南市 7月21日
阪南市立文化センター

大ホール内

・「人権を考える市民の集い」会場内における啓発ポス
ター（北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する）の掲出
・「いのちと心を伝える愛のうた」
やなせなな(シンガーソングライター/僧侶)講演＆コンサー
ト

阪南市教育委員会
阪南市人権協会
岸和田人権擁護委員協議会阪南地区
委員会
阪南市事業所人権連絡会

阪南市 12月10日～12月16日 阪南市役所内
・啓発ポスター(北朝鮮人権侵害啓発週間に関する)の掲
出

東大阪市 12月5日～12月6日 児童文化スポーツセンター
・東大阪市人権週間事業平和と人権展＆識字展にて、北
朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

東大阪市教育委員会
世界人権宣言東大阪連絡会議
東大阪市人権啓発協議会
東大阪市人権擁護委員会

東大阪市 11月18日～12月20日 東大阪市内
・啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを配布。
・発行部数　２６０部(ポスター)
　　　　　　　　３，６００部（チラシ）

大阪府27

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

東大阪市 通年 東大阪市本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

枚方市 　11月～12月 枚方市内公共施設など　

・人権週間事業及び北朝鮮人権侵害問題啓発週間事業
（両事業は同会場で同時開催）を掲載したポスター・チラ
シの配布
（※新型コロナウイルス感染症の影響により、両事業とも
中止）
・配布数　ポスター150枚、チラシ3,200枚

特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会

藤井寺市 12月10日～12月17日
藤井寺市庁舎１階ロビー

啓発コーナー

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネルの掲示及び啓発
ティッシュの配布
・配付個数　100個

羽曳野警察署

岬町 通年 岬町役場庁舎内 ・啓発週間ポスター掲出及び啓発冊子配架 　

箕面市 12月1日～12月16日
箕面市役所本庁舎を含め

市内公共施設

内容
　・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポ
　　スター（今すぐ全員の帰国を!）の
　　掲示
　・ポスター掲示枚数　50枚

法務省

守口市 通年 守口市庁舎 ・チラシ配布　　30枚

交野市 11月25日～12月16日
・交野市役所本館

・交野市立保健福祉総合センター
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

池田市 1月1日（発行日） 池田市内

・広報誌「いけだ」１月号
・内容　アニメ「めぐみ」家族ビデオメッセージ上映会案内
掲載
・発行数　50,000部

　

泉大津市 12月1日（発行日） 泉大津市内

・「広報いずみおおつ」12月号
・内容　「12月10日～16日北朝鮮人権侵害問題啓発週
間」の趣旨・パネル展について
・配布数　32,000部

泉佐野市 12月1日～12月31日 　泉佐野市域他
・「広報いずみさの」12月号
・内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知

和泉市 12月1日～12月31日 和泉市内
・「広報いずみ」12月号
・内容　啓発事項
・配布数　73,000部

27 大阪府

広報誌

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

茨木市 12月1日（発行日） 茨木市内
・「広報いばらき12月号」
・内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・配布数　約14万部

大阪狭山市 12月1日（発行日） 大阪狭山市内
・「広報おおさかさやま」12月号
・内容　啓発週間の周知
・配布数　　26,000部

貝塚市 12月 貝塚市内
・広報かいづか12月号
・掲載内容　啓発週間の周知
・配布部数　32,500部

　

門真市 12月1日（発行日） 門真市内
・「広報かどま」12月号
・掲載内容　啓発週間の周知
・配布数　66,500部

河内長野市 12月
・内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の記事掲載
・配行部数　48,000部

岸和田市 12月 岸和田市内
・広報紙「広報きしわだ」12月号
・内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・配布部数　76,000部

四條畷市 11月15日号 四條畷市内 ・映画上映内容の案内

島本町 12月 島本町内
・広報誌「広報しまもと」（12月号）
・内容　啓発週間の趣旨
・配布数　 約13,600部

吹田市 12月 吹田市内
・配布物　広報誌「市報すいた」（12月号）
・掲載内容　啓発週間の周知
・配布部数　18万部

泉南市 12月1日（発行日） 泉南市内
・市広報誌「広報せんなん」
・内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての記事を
掲載

太子町 12月 太子町内
・広報誌「広報太子」12月号
・内容　啓発週間の趣旨を掲載
・配布数　約5,500部（全戸配布）

高石市 11月6日（発行日） 高石市内
・「広報たかいし」11月号
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について周知・広報
・配布数　24,500部

高槻市 12月 高槻市内
・広報誌「たかつきＤＡＹＳ」（12月号）
・内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・配布数　約163,500部

広報誌

27 大阪府
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

田尻町 12月 田尻町内

・「広報たじり」
・広く同問題についての関心と認識を深めるため、町広報
に「人権週間の強調事項」として掲載
・配布部数　3,300部

　

忠岡町 12月 忠岡町内
・アニメ「めぐみ」・拉致被害者御家族様ビデオメッセージ
上映会の共催として周知

　

豊中市 12月 豊中市内
・市広報誌への北朝鮮人権侵害問題啓発週間の掲載
・発行部数　204,350部

豊能町 12月1日～12月31日 豊能町内全域
・広報とよの（12月号）
・内容　記事（北朝鮮人権侵害問題啓発週間）の掲載

寝屋川市 12月 寝屋川市内全域 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間

羽曳野市 12月 羽曳野市内
・広報誌「はびきの12月号」
・内容　啓発週間の周知
・配布部数　50,000部

阪南市 12月 阪南市内
・「広報はんなん」12月号
・内容　啓発週間の趣旨・啓発事項
・配布数　23,600部

　

東大阪市 12月1日 東大阪市内
・市政だよりに北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と講
演会の案内を掲載
・発行部数　210,000部

枚方市 11月号 枚方市内

・広報誌「広報ひらかた」（11月号）
・人権週間事業の記事掲載に併せて、北朝鮮人権侵害問
題啓発週間事業の記事を掲載
（※新型コロナウイルス感染症の影響により、両事業とも
中止）
・配布数　 約18万8000部

特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会

枚方市 1月号 枚方市内

・広報誌「広報ひらかた」（１月号）
・大阪府人権局が開催する『アニメ「めぐみ」・拉致被害者
御家族ビデオメッセージ上映会』の記事を掲載
・配布数　 約18万8000部

大阪府府民生活部人権局
人権企画課

箕面市 12月号 -
・「12月10日～12月16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週
間」

広報誌

27 大阪府
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

広報誌 八尾市 12月号（11月20日発行） 八尾市内

・八尾市政だより12月号（11月20日号）
・拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題につい
ての関心と認識を深めるため、広報誌に同週間の趣旨を
記載
・発行部数　105,000冊

　

東大阪市 12月7日～12月20日
・市政情報番組「虹色ねっとわーく」にて北朝鮮人権侵害
問題啓発週間と講演会の情報を放映。

八尾市 12月1日 八尾市内
・拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題につい
ての関心と認識を深めるため、ラジオにて情報を発信

やおコミュニティ放送　株式会社

貝塚市 12月1日～12月16日 南海本線貝塚駅前広場 ・啓発週間の周知

摂津市 12月11日～12月16日
摂津市役所
1階　ロビー

・「12月10日から12月16日までは北朝鮮人権侵害問題啓
発週間です。この機会に拉致問題について考えましょ
う。」の文言を掲示

阪南市 12月10日～12月16日 阪南市役所内
・内容　啓発週間の趣旨、啓発事項「12月10日から12月
16日までの1週間は北朝鮮人権侵害啓発週間です！」

東大阪市 12月7日～12月20日 東大阪市本庁舎 ・エレベーター前モニターにて講演会の案内を掲載

東大阪市 12月10日～12月20日 東大阪市本庁舎
・電光表示板にて北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と
講演会の案内を掲載

東大阪市 12月10日～12月20日 ヴェルノール布施
・電光表示板にて北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と
講演会の案内を掲載

掲示
懸け垂れ幕等

東大阪市 12月10日～12月16日 東大阪市本庁舎 ・懸垂幕にて北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知

熊取町 12月2日～12月16日 熊取図書館
・パネル展・映画会の実施に併せて、拉致問題に関する
書籍の特設コーナーを設置

熊取図書館

島本町 12月1日～27日 島本町立図書館 ・展示内容　北朝鮮人権侵害問題啓発に関する書籍

27 大阪府

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

図書コーナー

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

公用車への啓
発マグネット・

ステッカーの貼
付け

八尾市 12月１日～12月16日 八尾市内

・拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題につい
ての関心と認識を深めるため、公用車に北朝鮮人権侵害
啓発週間の啓発マグネットを貼付
・公用車台数　　27台

大阪府 12月10日～12月16日

和泉シティプラザ、大阪市役所（12
月10日から12月13日）、大阪水上
バス、大阪府咲洲庁舎、キタハマミ

ズム（北浜テラス）（12月10日の
み）、ドーンセンター、とんぼりク

ルーズ船、中之島図書館、万博記
念公園・太陽の塔、ピースおおさ
か、湊町リバープレイス、豊能町

ユーベルホール

・ブルーリボンライトアップの実施
・内容　府内12施設でブルーリボンライトアップを実施

大阪府内各施設

貝塚市 6月22日 貝塚市教育庁舎

・人権教育担当者会にて大阪府教育庁人権リーフレット②
人権問題に関する研修用資料「拉致問題に関する理解の
ために」の配布・説明
・配布部数　45部

貝塚市教育委員会

東大阪市 12月10日～12月16日 花園ラグビー場
・花園ラグビー場を、「ブルーリボン」にちなみ、青色にライ
トアップ

27 大阪府

その他
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

兵庫県 12月24日
尼崎市立

中央北生涯学習プラザ

・映画「めぐみ」上映会
「政府の取組について」説明（拉致問題対策本部）、映画
「めぐみ」上映、拉致問題啓発パネル展

共催：
・政府拉致問題対策本部
・尼崎市

尼崎市

12月24日
（ﾊﾟﾈﾙ展示は

12月16日～24日）
尼崎市立

中央北生涯学習プラザ

・映画「めぐみ」上映会
「政府の取組について」説明（拉致問題対策本部）、映画
「めぐみ」上映、拉致問題啓発パネル展

共催：
政府拉致問題対策本部
兵庫県

尼崎市 12月24日
尼崎市立

中央北生涯学習プラザ

・映画「めぐみ」上映会
「政府の取組について」説明（拉致問題対策本部）、映画
「めぐみ」上映、拉致問題啓発パネル展

共催：
政府拉致問題対策本部
兵庫県

姫路市 11月28日 イーグレひめじ ・人権啓発展でアニメ「めぐみ」上映（２回） 　

明石市 6月1日～6月5日 明石市立弁財天厚生館 ・市民向け啓発活動としてアニメ「めぐみ」を上映 　

DVD上映会
パネル・写真展

示
芦屋市 12月10日～12月16日

芦屋市役所本庁舎
北館1階展示コーナー

・拉致問題啓発パネル展示
・アニメめぐみ上映

兵庫県

兵庫県 通年 兵庫県ホームページ

・HPﾀｲﾄﾙ
「北朝鮮当局による日本人拉致問題」
・掲載内容　拉致問題解説、啓発週間周知､啓発活動・行
事紹介等

兵庫県 8月～3月
特設サイト

「ひょうご・ｵﾝﾗｲﾝ人権ﾌｪｱ」

・ｻｲﾄ内に「拉致問題」ｺｰﾅｰ設置
・掲載内容　拉致問題解説、啓発週間周知､啓発活動・行
事紹介等

（公財)
兵庫県人権啓発協会

尼崎市 通年 尼崎市ホームページ ・啓発週間の趣旨、啓発事項の掲載

西宮市 12月9日～3月31日 西宮市ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事業、パネル展の開
催、法務省啓発ページへのリンク等

　

洲本市 11月1日～12月16日 洲本市ホームページ ・市ホームページに掲載

芦屋市 11月～3月 芦屋市ホームページ ・啓発週間の趣旨，啓発事項

講演会・集会
ＤＶＤ上映会

パネル・写真展
示

DVD上映会

28

ｗｅｂ関連
ホームページ

兵庫県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

伊丹市 通　年 伊丹市ホームページ
・同和・人権推進課ＨＰにて、「拉致問題解決のための署
名活動」を掲載し、署名用紙のダウンロード及び「救う会」
のＨＰをリンク貼り付けを行った。

加古川市 12月10日～12月16日 加古川市ホームページ
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項の掲
載

川西市 通年 川西市ホームページ
・川西のホームページに啓発週間の記事や人権啓発DVD
の紹介を掲載

加西市 11月下旬～12月 加西市公式ウェブサイト内
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、法務省啓発
ページへのリンク

丹波市 11月～12月 丹波市ホームページ ・啓発週間の趣旨、パネル展の案内

太子町 12月10日～12月16日 太子町ホームページ
・広く拉致問題についての関心と認識を深めるため、ホー
ムページに同啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載

　

上郡町 12月～12月 上郡町ホームページ
・上郡町ホームページに啓発週間の記事、ポスター画像
を掲載、兵庫県庁ホームページ、法務省ホームページへ
のリンクの設定

　

ｗｅｂ関連
ホームページ

広報誌
掲示

電光掲示板
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

伊丹市 12月10日～12月16日
伊丹市ホームページ

伊丹市広報誌、ＦＭいたみ
JR伊丹駅前

※伊丹警察署からの依頼による広報
1 市ホームページ及び広報誌12月1日号で「拉致被害者
に関する情報提供を！」掲載。ケーブルテレビ「伊丹だよ
り」お知らせコーナーによる放送
2　エフエムいたみでのラジオ放送及び生活安全情報ＨＰ
に「拉致被害者に関する情報提供を！」掲載
3　JR伊丹駅前電光掲示板で「北朝鮮人権侵害問題啓発
週間」の掲載

2　伊丹まち未来株式会社

ｗｅｂ関連
Facebook

丹波市 12月 丹波市公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ ・パネル展の案内

署名活動 兵庫県 12月2日 　 兵庫県公館（神戸市内） ・「人権のつどい」会場での啓発署名活動
（公財)
兵庫県人権啓発協会

ｗｅｂ関連
ホームページ

28 兵庫県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講座（学習会）
市民向け

明石市 通年 市内５カ所
・人権教育啓発活動の一環としてDVDを利用した学習会
を開催

明石市 12月4日 明石市役所（人権推進課） ・拉致問題の理解度促進のための研修会を開催

西宮市 2月1日～2月19日
各校園

（政府拉致問題対策本部公式動画
チャンネル活用）

・教職員を対象とした人権教育担当者会でアニメ「めぐみ」
を視聴し、各校園での研修等での活用を促進

兵庫県 12月2日 　 兵庫県公館（神戸市内） ・「人権のつどい」会場での啓発パネル展示
（公財)
兵庫県人権啓発協会

兵庫県 通年 県庁１・２・３号館各ﾛﾋﾞｰ ・拉致問題啓発パネル展示

兵庫県 通年
兵庫県立のじぎく会館

（神戸市内）
・拉致問題啓発パネル展示

（公財)
兵庫県人権啓発協会

兵庫県 11月～3月 兵庫県（県域）
・巡回啓発パネル展（県施設・市町施設30か所）
・企業での啓発パネル展示（10社）

県内市町
協力企業

西宮市
①12月23日～1月24日
②1月27日～3月3日
③3月4日～3月24日

①西宮市立北部図書館ロビー
②西宮市立鳴尾図書館視聴覚室
③西宮市立若竹生活文化会館ロ

ビー

・北朝鮮による日本人拉致問題
に関するパネル展

兵庫県

芦屋市 12月4日～12月10日
芦屋市立

上宮川文化センター
・拉致問題啓発パネル展示 兵庫県

豊岡市 2月25日～3月3日 豊岡市城崎庁舎 ・「北朝鮮による日本人拉致問題」に関する啓発パネル展 兵庫県

加古川市 2月1日～2月26日 加古川市人権文化センター内 ・「北朝鮮当局による日本人拉致問題」啓発パネルの展示 兵庫県

赤穂市 12月1日～12月12日
赤穂市庁舎

赤穂市文化会館
・拉致問題啓発パネルの展示 兵庫県

講座（学習会）
職員向け

パネル・写真展
示

28 兵庫県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

西脇市 2月1日～2月12日
西脇市立隣保館上野会館

（2階フリースペース）
・拉致問題啓発パネル展示 兵庫県

三木市 12月6日
三木市文化会館

（ロビー）

・「北朝鮮による日本人拉致問題」のパネル展示
・啓発冊子「北朝鮮による日本人拉致問題　一日も早い帰
国実現に向けて！」（政府作成）を設置

兵庫県

三木市 1月18日～1月29日
三木市庁舎

（入口プロムナ－ド）

・「北朝鮮による日本人拉致問題」のパネル展示
・啓発冊子「北朝鮮による日本人拉致問題　一日も早い帰
国実現に向けて！」（政府作成）を設置

兵庫県

三木市 3月1日～3月16日
三木市立中央図書館
（エントランスホール）

・「北朝鮮による日本人拉致問題」のパネル展示
・啓発冊子「北朝鮮による日本人拉致問題　一日も早い帰
国実現に向けて！」（政府作成）を設置

兵庫県

川西市
12月10日～12月16日
1月15日～1月21日

市役所市民ギャラリー
総合センター

・市役所1階ロビーと総合センターでの啓発パネルの展示
・ブルーリボンの着用についても啓発

兵庫県

丹波篠山市 12月1日～12月6日
丹波篠山市

四季の森生涯学習
センター東館

・第18回人権フェスタ㏌丹波篠山
作品展示コーナーにおいて拉致問題パネル6枚を展示

兵庫県

丹波篠山市

1月12日～1月15日
1月18日～1月22日
1月25日～1月29日
2月8日～2月12日
2月22日～2月26日

丹波篠山市立
味間ふれあい館
日置ふれあい館
古市ふれあい館
西紀ふれあい館
畑ふれあい館

・館内で拉致問題パネルを展示 兵庫県

丹波市 12月10日～16日
丹波市氷上住民センター

オープンスペース

・拉致問題に関するパネル、丹波市内の特定失踪者２名
に関する資料、啓発週間ポスターの展示
・ブルーリボンの設置・配布

朝来市 12月10日～16日　 朝来市山東庁舎 ・「拉致問題啓発パネル展」の開催
兵庫県
生涯学習推進員連絡協議会
人権教育推進協議会連合会

パネル・写真展
示

28 兵庫県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

猪名川町 12月4日～12月17日 猪名川町立中央公民館 ・「北朝鮮による日本人拉致問題」パネルの掲示 兵庫県

猪名川町 2月15日～2月26日 猪名川町六瀬総合センター ・「北朝鮮による日本人拉致問題」パネルの掲示 兵庫県

神河町 11月28日～12月13日 神河町中央公民館 ・「北朝鮮による日本人拉致問題」パネル展 兵庫県

DVD放映
（常時）

加西市 12月10日～18日 加西市庁舎1階ロビー ・ＤＶＤ「めぐみ」

尼崎市 通年 尼崎市庁舎 ・啓発週間ポスターの掲示

西宮市
①11月17日～12月１6日

②通年
①西宮市役所本庁舎1階掲示板他

②西宮市人権平和推進課窓口
・政府作成啓発週間ポスターの掲示 　

西宮市 12月9日～12月26日
西宮市立の公共施設（図書館・公

民館等）
西宮市人権平和推進課窓口

・映画「めぐみ」上映会（尼崎市）のポスター掲示・案内チラ
シ配布

兵庫県
尼崎市

西宮市 通年 西宮市人権平和推進課窓口
・大阪ブルーリボンの会作成「北朝鮮による日本人拉致に
ついて」リーフレット配布

大阪ブルーリボンの会

西宮市 通年 西宮市人権教育推進課窓口 ・アニメ映画「めぐみ」DVDの貸出 　

芦屋市 11月～12月
芦屋市庁舎内

芦屋市内公共施設
・啓発週間ポスターを掲示

伊丹市 11月～12月
伊丹市立

人権啓発センター
・啓発週間ポスターを掲示

伊丹市 通　年
伊丹市立

人権啓発センター
・政府拉致問題対策本部作成の
啓発パンフレットを布置

伊丹市 通　年
伊丹市立

人権啓発センター
・拉致問題をテーマとした視聴覚教材（DVD）の無料貸し
出し

パネル・写真展
示

啓発資料

28 兵庫県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

相生市 9月7日～2月12日 各幼小中学校園 ・人権啓発DVD「めぐみ」の視聴

加古川市 通年 加古川市人権文化センター内
・政府作成啓発ポスターの掲示
・「拉致問題を考える国民のつどいin兵庫・神戸」チラシの
掲示・配架

たつの市 12月 たつの市役所 ・ポスター掲示 　

宝塚市 11月～12月 宝塚市庁舎 ・啓発週間ポスターの掲出 　

高砂市 通年 高砂市西庁舎 ・啓発週間ポスターの掲示 　

川西市 通年及び啓発週間
川西市庁舎内
各地区公民館

・啓発資料による周知・広報
　（啓発ポスターの掲示、リーフレット類の設置）

法務局
大阪ブルーリボンの会

朝来市 12月10日～16日　 朝来市本庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布
・チラシ配布部数　100枚

加東市 １２月 市内公共施設等 ・啓発週間ポスターを掲示

上郡町 10月～12月 上郡町庁舎 ・啓発週間ポスターの掲示

香美町 ３月１５日～３月３１日 香美町庁舎 ・拉致問題啓発ポスターの掲示  

広報誌 兵庫県 11月・12月・2月 兵庫県（県域）

・刊行物　人権総合情報誌「きずな」
　　　　　　11月号、12月号、２月号
・発行部数　毎月28,000部
・掲載内容　啓発週間周知、蓮池薫氏寄稿、情報提供依
頼(県警)、国民のつどい紹介等

（公財)
兵庫県人権啓発協会

啓発資料

28 兵庫県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

兵庫県 10月 兵庫県（県域）
・刊行物　兵庫県老人ｸﾗﾌﾞ連合会機関誌「きずな」
・発行部数　約13万部
・掲載内容　啓発週間周知

（公財)
兵庫県老人クラブ連合会

西宮市 12月10日 西宮市政ニュース
・啓発週間の趣旨・映画「めぐみ」上映会（尼崎市）動画配
信の案内

　

たつの市 12月10日 たつの市内 ・広報たつの12月号に掲載

赤穂市 11月 赤穂市内
・回覧広報あこう（11月号）への掲載による啓発週間の趣
旨，啓発事項の周知
・回覧配布数　　 2,230部

西脇市 2月・3月 西脇市立隣保館上野会館 ・館だより配布部数　3,200枚 　

三木市 12月 三木市内
・配布物　広報紙「隣保館だより」（１２月号）
・配布数　4,650部
・掲載内容　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

川西市 12月1日発行 川西市内
・啓発週間のPR記事を掲載
・配布物　広報じんけん
・配布数　71,300部（全戸配布）

三田市 12月15日 三田市内
・配布物　広報紙「伸びゆく三田」中の
　　　「人権さんだ」に掲載12月15日号
・内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

加西市 12月 加西市内
・配布物　広報かさい（12月号）
・配布数　約15,300部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

加東市 １２月 市内 ・広報かとう１２月号への記事掲載

猪名川町 12月 猪名川町内
・配布物　広報誌「人権いながわ」12月1日号
・配布数　12,500部（全世帯）
・掲載内容　啓発週間の趣旨

播磨町 12月 播磨町内
・配布物　広報紙「はりま」
・配布先　町内全世帯
・掲載内容　啓発週間の周知

広報誌

28 兵庫県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

佐用町 12月 佐用町内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項をのせ
た記事を 広報誌「さよう」（１２月号）に掲載、配布
・配布数　　 6,200部

　

新温泉町 11月11日～12月31日 新温泉町内
・北朝鮮人権侵害啓発週間期間にあわせて広報に掲載
・刊行物　「広報しんおんせん」

朝来市 12月4日 朝来市全域
・市広報12月号に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の記
事を掲載

兵庫県 12月 兵庫県（県域）

・番組名　ﾗｼﾞｵ関西ﾊｰﾄﾌﾙ･ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ
　　　　　　　（12月8日放送）
・放送内容　啓発週間周知、蓮池薫氏寄稿紹介、情報提
供依頼(県警)

（公財)
兵庫県人権啓発協会

三田市 12月10日 三田市内

・ラジオ番組「スマイル人権」の「人権さんだ」コーナーで啓
発週間をＰＲ
・FMさんだ（ハニーFM）
・放送日12月10日15時から15時40分

丹波市 11月30日～12月5日 ＦＭ805たんば
・特定失踪者に関する情報、パネル展の案内　（放送６
回）

加東市 12月10日～16日 市内
・加東ケーブルビジョンにおいて、
DVDアニメ「めぐみ」を放映

　

丹波市 12月24日 丹波新聞
・パネル展が開催されたことや特定失踪者の情報提供よ
びかけについての記事

兵庫県 12月10日～16日 兵庫県庁（神戸市） ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間掛け垂れ幕の掲示

加西市 12月4日～16日 加西市庁舎1階ロビー ・週間啓発ポスターの掲示

兵庫県 12月 兵庫県庁内 ・庁内放送による啓発週間周知

尼崎市 12月10日～16日 尼崎市庁舎 ・啓発週間の周知を行う音声放送

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

掲示
懸け垂れ幕等

28 兵庫県

広報誌

館内放送
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

西宮市 12月10日～12月16日 西宮市役所本庁舎 ・啓発週間の周知

伊丹市 12月10日～16日 伊丹市庁舎 ・啓発メッセージの放送

兵庫県 通年
兵庫県庁1、2、3号館各ロビー（神

戸市）、庁内等
・県民向けおよび県職員にブルーリボンの配布、着用の
呼びかけ

尼崎市 12月10日～16日 尼崎市内
・啓発週間中における市長、副市長、市の幹部職員、所
管課職員によるブルーバッジの着用

丹波市 12月 丹波市役所 ・市職員によるブルーリボンの着用

朝来市 12月10日～16日　 朝来市本庁舎及び各施設 ・市職員がブルーリボンバッチを着用

川西市 12月10日～ 川西市内
・啓発グッズを媒体とする周知（啓発週間のＰＲ)を実施
・配布物　卓上ミニカレンダー（川西市作成）
・配布数　1,000個

丹波市 12月10日 防災行政無線 ・パネル展の案内

兵庫県

その他

ブルーリボン
バッジの着用

館内放送

28
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

奈良県 11月30日 奈良県HP
北朝鮮人権侵害問題啓発週間について、
報道発表と、奈良県国際課HPに掲載

三郷町 12月1日 宇陀市HP
YouTube拉致問題対策本部公式動画チャンネルのURLを
掲載。
・実施主体：三郷町

川上村
12月10日

～12月16日
川上村HP

北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知
・実施主体：川上村

奈良県
7月14日

～7月19日
県立図書情報館

差別をなくす強調月間にあわせて、県立図書情報館にて
北朝鮮人権侵害問題パネル展を開催

　

奈良県
11月14日

～11月15日
イオンモール大和郡山

３Fフードコート前
なら・ヒューマンフェスティバルにあわせて、イオンモール
大和郡山にて北朝鮮人権侵害問題パネル展を開催

イオンモール大和郡山

奈良県
12月1日

～12月4日
県庁屋上ギャラリー

北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせて、県庁屋上
ギャラリーにて北朝鮮人権侵害問題パネル展を開催

奈良県
12月15日

～12月20日
県立図書情報館

北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせて、県立図書情
報館にて、パネル展とともに、(北朝鮮による日本人拉致
問題　アニメ「めぐみ」)を上映

奈良県 2月11日 ならまちセンター
人権ユニバーサル事業「ふらっとセミナー」にあわせて、
北朝鮮人権侵害問題パネル展を開催

奈良市 12月5日
奈良市西部会館市民ホール

（学園前ホール）

実施主体　奈良市　人権政策課
「北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動」
に関するパネルを作製し、掲示した。

奈良市
12月７日～
12月1１日

奈良市庁舎　1階連絡通路
実施主体　奈良市　人権政策課
「北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動」
に関するパネルを作製し、掲示した。

橿原市
12月4日

～12月16日
橿原市役所分庁舎
（市民交流広場）

・展示内容：拉致被害者問題に関する写真 ・ポスター
・実施主体：橿原市

啓発資料 奈良県
12月1日

～12月31日

県庁内各課、県内中学校、高等学
校、大学、県出先機関、第一生命
保険、大塚製薬、明治安田生命

北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせて、啓発週間ポ
スターの掲示

第一生命保険、大塚製薬、明治安田生
命

パネル・写真展
示

ｗｅｂ関連
ホームページ

29 奈良県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

天理市 11月～12月
市庁舎、人権センター、市民会館、

文化センター、コミュニティセン
ター、市民活動交流プラザ

啓発週間ポスターの掲示 奈良地方法務局

天理市
12月４日～
12月10日

天理市庁舎

「人権週間（12月４日～10日）」とともに、「北朝鮮人権侵
害問題啓発週間」をテーマに作成した人権啓発チラシ及
び啓発物品を、市庁舎及び市内各施設等に配架。
（例年、街頭啓発も行っているが、新型コロナウイルスの
影響を受けて、配架のみとした。）
・配布物：人権啓発チラシ及び啓発物品（マイクロスポン
ジ、ポケットティッシュ）
・配布数：1,000部
・実施主体：天理市

奈良人権擁護委員協議会第4部会

生駒市 11月～12月 市内
奈良地方法務局から掲出依頼された「北朝鮮人権侵害問
題啓発週間」周知用ポスターの掲示(市内10施設)。
・実施主体：生駒市

　奈良地方法務局

宇陀市 12月 宇陀市庁舎内
啓発週間ポスターの掲示とリーフレットを配布。
・実施主体：宇陀市

奈良県 12月 県内各戸配布
北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせて、県民だより12
月号に、北朝鮮人権侵害問題啓発週間について記載

天理市 12月1日 天理市内

・実施主体：天理市
・配布物：広報紙「町から町へ」（12月号）
・配布数：25,000部
・掲載内容：啓発週間の趣旨，啓発事項

五條市 12月1日 各戸配布
広報五條12月号に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」につ
いて記載予定。
・実施主体：五條市

東吉野村 12月1日 東吉野村内

広報ひがしよしの12月号に警察署からのお知らせとして
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・配布数：１２００部
・実施主体：東吉野村

桜井警察署

奈良県 12月10日 FMラジオ
北朝鮮人権侵害問題啓発週間について、
ならどっとFMのラジオ放送にて紹介

ならどっとFM

奈良県 12月13日 奈良テレビ
北朝鮮人権侵害問題啓発週間について、
奈良テレビ放送の県政フラッシュのコーナーにて紹介

奈良テレビ放送

29 奈良県

啓発資料

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

御杖村
12月1日

～12月16日
御杖村内

　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間（１２月１０～１６日）」に
ついて、村民の関心と認識を深めることを目的に、自治体
放送を通じて啓発する。【総務課（人権啓発担当）】
・実施主体：御杖村

桜井警察署

大淀町
7月10日～
7月23日

ケーブルテレビ「大淀あらかしテレ
ビ」内での番組放送

人権啓発番組(北朝鮮による日本人拉致問題　アニメ「め
ぐみ」)を放送

下市町
12月10日

～12月16日
ケーブルテレビ

「しもいち放送」文字放送
ケーブルテレビの文字放送において啓発活動を推進する
・実施主体：下市町

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

奈良県
12月1日

～12月16日

県庁玄関・EVホール、奈良春日野
国際フォーラム、図書情報館、スイ
ムピア奈良、イオンモール大和郡

山、JR王寺駅、社会福祉センター、
西和医療センター、県立医大病

院、南奈良総合医療センター、新
奈良県総合医療センター

北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせて、左記のデジタ
ルサイネージに、北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
掲載

その他 奈良県 12月14日 ナラプラス（アプリ）
北朝鮮人権侵害問題啓発週間について、
ナラプラス(アプリ)にて情報発信

奈良県29

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

和歌山県 通年 県内
・拉致問題への関心と認識を高めるため、県国際課ホー
ムページに情報を掲示

日高町 通年 日高町役場庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間
ポスターの掲示

　

御坊市 11月27日～12月16日 御坊市庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週刊
ポスターの掲示及びチラシの設置

紀美野町 通年 紀美野町役場庁舎
政府拉致問題対策本部作成
「必ず取り戻す！」のポスター掲示

紀美野町 12月10日～12月16日
紀美野町役場本庁舎、

支所及び福祉センター内
啓発週間ポスター（国作成）掲示

田辺市 12月10日～12月16日 田辺市役所本庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

橋本市 1０月３０日～11月１日 橋本市教育文化会館
人権啓発資料の展示及び
チラシの配架

和歌山県 通年 和歌山県庁舎内 ・拉致関係ポスターの掲示

和歌山県 12月 県内 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
和歌山地方法務局
和歌山県人権擁護委員連合会

岩出市 12月 岩出市内

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知内容を広報誌に
掲載
・広報いわで（12月号）
配布数　23,900部

和歌山県 12月 県内
「県民の友」（12月号）に記事を掲載
発行部数　403,000部

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

和歌山県 11月23日～12月9日 県内
ラジオにより北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発

和歌山放送

30

啓発資料

和歌山県

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

演劇公演・コン
サート

政府
米子市
鳥取県

10月2日 米子コンベンションセンター
＜舞台劇「めぐみ」上演会＞
政府との共催により、米子市が主体となって開催
共催：鳥取県

講演会・集会

政府
鳥取県
米子市
大山町
伯耆町
日南町

拉致議連
救う会鳥取

11月3日 米子コンベンションセンター

＜拉致問題の早期解決を願う国民のつどいｉｎ米子＞
政府等との共催により、県民を対象に、つどいを開催
・荒木和博氏（特定失踪者問題調査会代表）による講演
　「今北朝鮮に何が起きているのか、拉致被害者の救出
はどうなるのか」
・県内拉致被害者御家族の訴え
・山口采希ミニコンサート
・拉致問題啓発パネル展

・国(拉致問題対策本部事務局）
・米子市、日南町、大山町、伯耆町
・北朝鮮拉致問題早期解決促進鳥取県
議会議員連盟
・北朝鮮に拉致された日本人を救出す
るための鳥取の会

ｗｅｂ関連
ホームページ

鳥取県 通年 鳥取県ホームページ
県内拉致被害者等の情報、講演会・学習会等啓発事業な
どについて掲載

署名活動 鳥取県 通年
人権局

県庁総合受付
各総合事務所

県の窓口機関において、署名用紙を配架し、県民へ署名
活動協力を依頼
・実施主体　「救う会」「家族会」

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
ための鳥取の会

鳥取県 通年
地域公民館等

県内３か所

北朝鮮による拉致問題について、広く県民に理解していた
だくため、地区公民館、各団体等が開催する学習会等へ
講師を派遣するなどの協力を実施するとともに、署名活動
への協力を依頼
・実施主体　西伯郡溝口公民館ほか
・協力：鳥取県

鳥取県 通年 県内小中学校　2校

児童・生徒に拉致問題について理解と関心を深めるととも
に、早期全面解決の促進を図るために、教育委員会と連
携し学習会を実施
・実施主体　中山小学校
　　　　　　　 北条中学校

鳥取県教育委員会
人権教育課

鳥取県 12月 人権文化センター等
県内2か所

県内拉致被害者等に関するパネル展示及び拉致問題関
係資料の配架
・県内政府認定拉致被害者が失踪された月及び北朝鮮
人権侵害問題啓発週間等に合わせて実施

人権文化センター、鳥取市立日置谷地
区公民館

鳥取県 　12月４日～12月16日 　県庁1階ホール
＜北朝鮮人権侵害問題啓発週間における啓発＞
拉致被害者のパネル及び書籍等拉致関連グッズの展示

　

講座（学習会）
市民向け

31

パネル・写真展
示

鳥取県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

啓発資料 鳥取県 通年 県内小・中学校・公民館等

県内で発生した拉致事案を通し、県民全体に拉致問題へ
の関心を高めるため、当課が作成した「県内版拉致問題
啓発まんが小冊子」を、拉致問題人権学習会の参加者等
に配布

ブルーリボン
バッジの着用

鳥取県 ４月 県庁及び地方機関

県職員を対象にブルーリボン運動の趣旨を周知するとと
もに、名札等へのブルーリボン又はブルーリボンシールの
着用を推進
　・実施主体：鳥取県
　・配布物：ブルーリボン及びリボンシール

31 鳥取県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会 島根県 12月3日～16日 県庁県民室（松江市） ・「拉致被害者ご家族ビデオメッセージ」の上映

ｗｅｂ関連
ホームページ

島根県 随時 島根県ホームページ ・掲載内容　拉致問題に関する情報提供依頼

街頭啓発活動 安来市 令和２年１２月上旬
広瀬中央交流センター
安来市役所安来庁舎

人権週間・北朝鮮人権侵害問題啓発週間のチラシ配布 松江人権擁護委員協議会

江津市
12月11日～12月１6日 江津市役所庁舎

・政府認定の拉致被害者及び特定失踪者の写真や資料
の展示

　

益田市 　12月10日～12月16日 益田市人権センター ・北朝鮮人権侵害問題啓発パネルの展示

松江市 　12月10日～12月16日 松江市役所本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

安来市 １２月上旬
安来市役所安来庁舎・
広瀬庁舎・伯太庁舎

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示

出雲市 通年 出雲市役所庁舎 ・ポスター掲示、リーフレットの設置 　

島根県
江津市

12月11日～12月１6日 江津市役所庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布
（チラシ配布部数　２０枚）

　

浜田市 12月3日～12月24日 浜田市役所庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

益田市 11月
各公民館（２０館）、市民学習セン

ター、保健センター

・北朝鮮人権問題啓発週間ポスター、
北朝鮮人権問題啓発週間関連行事ポスター及びチラシ
配付

市内各公民館

奥出雲町 12月上旬
奥出雲町役場

（仁多庁舎・横田庁舎）
・啓発ポスターの掲示 　

川本町 随時 川本町役場庁舎 配布されたポスターの掲示

啓発資料

パネル・写真展
示

32 島根県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

島根県 12月10日 県内
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・新聞社　　 山陰中央新報

島根県 12月10日～12月16日 県内 ・県幹部職員にブルーリボンを配布、着用の呼びかけ

松江市 　随時 松江市役所 ・ブルーリボンバッジの着用　

出雲市 12月10日～12月16日 市役所庁舎
・市議会出席メンバーと総務部管理職によるブルーリボン
の着用

大田市 12月10日～12月16日 大田市役所庁舎
・市議会議員、及び部長級職員等にるブルーリボンの着
用

　

島根県
江津市

12月11日～12月１6日 江津市役所庁舎 ・ブルーリボンの配布、職員の着用 　

浜田市　 12月10日～12月16日 浜田市役所庁舎 ・市長以下庁議メンバー（市職員）、市議会議員が着用

益田市 12月10日～12月16日 益田市人権センター ・ブルーリボンの設置

奥出雲町 12月
奥出雲町役場

（仁多庁舎・横田庁舎）
・議会におけるブルーリボンの着用 　

美郷町 議会開催時 美郷町役場 ・ブルーリボンバッジの着用

邑南町 12月10日～12月16日 邑南町役場 ブルーリボンバッジの着用

ブルーリボン
バッジの着用

32 島根県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会
政府拉致問題対策本部事務局

岡山県
１月１４日

岡山県立図書館
多目的ホール他

（岡山市内）

一般県民にドキュメンタリー映画「めぐみ引き裂かれた家
族の３０年」の上映会を実施した。（５０名）

ｗｅｂ関連
ホームページ

岡山県 通年 県ホームページ

県ホームページにおいて拉致問題が重大な人権問題で
あること等を掲載。
内閣官房拉致問題対策本部ホームページへのリンク等の
掲載。
・実施主体　岡山県

街頭啓発活動 岡山県 12月５日
さん太ホール
（岡山市内）

人権啓発フェスティバル会場内でポスターの掲示及びパ
ンフレット等の配布を行う。（約180名）
・実施主体　岡山県

岡山県教育委員会
岡山県人権啓発活動ネットワーク協議
会

啓発資料 岡山県 １１月～１２月 岡山県内
庁舎内等に啓発週間ポスターを掲出する。
・実施主体　岡山県及び市町村

鏡野町 12月 各戸 記事掲載 　

玉野市 12月 各戸 記事掲載

井原市 11月 各戸 記事掲載

新見市 12月 各戸 記事掲載

備前市 12月 各戸 記事掲載

赤磐市 12月 各戸 記事掲載

早島町 12月 各戸 記事掲載

岡山県33

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

岡山県 12月６日～12日 岡山県内
地元民放ラジオ及びＮＨＫデータ放送を媒体として周知・
広報を実施した。
・実施主体　岡山県

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

岡山県 12月10日～12月16日
備中県民局入口

（倉敷市内）
「12月10日から16日は北朝鮮拉致問題啓発週間です」を
電光掲示板で表示した。

ブルーリボン
バッジの着用

岡山県 年間で随時 県内部会議及び県議会
担当課長または担当者が出席する会議において、拉致問
題の現状と県の取り組みを説明。

図書コーナー 岡山県 通年
県の施設や公立図書館、公民館な

ど公共施設
県内202箇所

「人権情報コーナー」（人権啓発パンフレット等を専用に設
置）に北朝鮮による日本人拉致問題パンフレットを設置
・実施主体　岡山県

岡山県33
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会
政府拉致問題対策本部事務局

広島県
熊野町

44162 くまの・みらい交流館

・国が作製した、映画「めぐみ－引き裂かれた家族の３０
年」の上映会を実施。
・映画の視聴、国担当者から拉致問題に関する取組の説
明を行った。

DVD上映会
パネル・写真展

示
啓発資料

広島県 12月5日，6日
広島市総合福祉センター
（BIG FRONT ひろしま）

「ヒューマンフェスタ2020」において，広報用パネルを展示
するとともに，会場内において，アニメ「めぐみ」の上映，
小冊子及びブルーリボンシールを配付した。

　

ｗｅｂ関連
ホームページ

広島県 通年・12月 県ホームページ
県ホームページで啓発週間の周知・広報。

広島県呉市
１２月１日～１２月３日
１２月５日～１２月８日

呉市本庁舎
呉市広市民センター庁舎

拉致問題に関する啓発パネル展
「北朝鮮に拉致された日本人を救う会
広島」の主催事業
(呉市は後援）

尾道市 10月3日～10月12日 尾道市人権文化センター
広島県国際課より「拉致問題パネル展示セット」を借用
後、展示

広島県国際課

廿日市市 10月21日～10月29日 廿日市市役所 拉致問題に関するパネル展示

熊野町
令和2年11月24日～令和2年11月

27日
くまの・みらい交流館

・上記の映画「めぐみ」上映会に併せて、拉致問題に関す
る啓発パネルを展示した。

広島県 12月10日～16日
県庁ふれあいコーナー

（広島市中区）

県庁ふれあいコーナーにおいて，広報用パネルやポス
ターを展示するとともに，ブルーリボンシールを配付した。

広島県及び県内各市町 通年
県庁舎（国際課）（広島市中区）

県内市町各施設
拉致問題啓発ポスターを掲出。

広島法務局

竹原市 11月5日発送
市関係機関・地域交流センター・小

中学校等

　啓発ポスター・リーフレット（広島県人権男女共同参画課
作成）を掲出・配布した。
・配布部数　ポスター60部　リーフレット300部

　

竹原市 12月4日～12月10日 市内
人権週間啓発チラシに強調事項として盛り込み街頭配布
及び各戸配布をした。
・配布部数　約10,700枚

竹原市教育委員会

三原市・広島法務局 11月4日～12月16日 三原市内公共施設
・啓発週間ポスターの掲示（大小２枚）

広島法務局尾道支局

啓発資料

34

パネル・写真展
示

広島県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

尾道市 12月3日～12月17日 市内各公共施設 北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示

福山市 44534 福山市人権交流センター
・配布物　　 広島県人権だより
・配布数　　 ４００枚
・対　象　　  市　民

三次市 11月下旬から12月

・三次市庁舎，7支所
・各住民自治組織（19か所）
・みよしまちづくりセンター
・三次市福祉保健センター

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布

大竹市 12月2日～12月13日 大竹市庁舎
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」関連行事のチラシを掲
示

東広島市 12月10日～12月16日 東広島市庁舎
・ポスターの掲示
・実施主体／東広島市

安芸高田市 12月1日～1月31日 安芸高田市内公共施設１０箇所 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

江田島市 12月21日～1月22日 市内各隣保館 　ブルーリボンシールの配布

熊野町
令和2年11月24日～令和2年12月

28日
熊野町庁舎

くまの・みらい交流館
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布

大崎上島町 12月10～12月16日
大崎上島町役場庁舎　　（本庁・各

支所）

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シとブルーリボンシールの配布　　　　　　　　　　　・チラシ
配布数　21枚
・シール配布数8枚

大崎上島町 12月1～12月28日 情報プラザ・エル
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・チラシ及びブルーリボンシールの設置（自由に持ち帰り）
・設置枚数　各20枚

広報誌 広島県及び県内市町村 11月～12月 県内
広報紙等で啓発週間を広報。

啓発資料

34 広島県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

広報誌 安芸太田町 12月 安芸太田町内

・実施主体　安芸太田町
・配布物　　 広報誌「広報安芸太田」（12月号）
・配布数　　 3,125部
・掲載内容　啓発事項

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

世羅町 12月1日～12月16日 世羅町内
　　北朝鮮人権侵害問題啓発
　週間の文字放送

世羅警察署

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

東広島市 12月10日～12月16日 東広島市庁舎
・電光掲示板表示
・実施主体／東広島市

掲示
懸け垂れ幕等

広島県 12月
県庁舎

（広島市中区）
啓発週間についての懸垂幕を掲出。

尾道市 12月10日～12月16日
尾道市人権文化センター、公共施

設
窓口での配布、担当課員の着用

東広島市 12月10日～12月16日 担当課職員及び人権センター職員のブルーリボン着用

海田町 12月10日～12月16日 海田町役場庁舎
啓発週間に合わせて町職員がブルーリボンを着用し，来
庁者に対して啓発を行った。

広島県及び県内市町村 12月 県庁及び地方機関

県職員に対して，ブルーリボン運動を紹介するとともに，
ブルーリボン装着の協力を依頼し，ブルーリボンシールを
配付した。県内各市町拉致問題担当課にブルーリボン
シールを送付し，職員の着用や配布について協力を依頼
した。

広島県呉市 １２月３日～１２月１６日 呉市本庁舎 窓口での配布及び担当課職員の着用

三次市 12月上旬から 三次市庁舎 職員の着用

庄原市 令和２年12月 庄原市役所本庁舎及び各支所
・担当課職員で着用
・各支所へ配布

ブルーリボン
バッジの着用

34 広島県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

廿日市市 通年 廿日市市役所 担当課職員の着用

大竹市 11月27日～12月16日 大竹市庁舎
・拉致問題の解決を願うブルーリボンシールを担当課員
が着用及び窓口での配布

安芸高田市 12月1日～12月20日 市役所 ・人権行政に関わる職員等へ配布

熊野町 令和2年12月 熊野町庁舎 ・ブルーリボンシールの窓口配布

安芸太田町 12月10日～16日 安芸太田町内
・窓口での配布
・担当課員の着用

北広島町
１１月２７日～

３月３１日
北広島町人権・生活
総合相談センター

・ブルーリボンシールを人権・生活総合相談センター職員
の名札に付けて啓発を行った
・ブルーリボンシールを人権・生活総合相談センター施設
窓口で配布
・ブルーリボンシールを北広島町役場各支所窓口で配布

大崎上島町 12月10～12月16日
大崎上島町役場庁舎　　（本庁・各

支所）
担当課職員によるブルーリボンシールの着用

世羅町 12月1日～12月16日 世羅町内 担当課・人権主管課職員が着用

その他 広島県 12月 県SNS 県公式SNSを活用し，啓発週間の周知・広報を行った。

ブルーリボン
バッジの着用

34 広島県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会 下関市 12月10日～12月16日 下関市内公民館等
アニメ「めぐみ」、「拉致～許されざる行為～北朝鮮による
日本人の拉致の悲劇」の上映

内閣官房拉致問題対策本部事務局政
策企画室

山口県 通年 山口県ホームページ
拉致問題について、県ホームページにより普及啓発を実
施。

下松市 12月 市ホームページ
拉致問題について、市ホームページにより普及啓発を実
施。

岩国市/
山陽小野田市

通年 市ホームページ
拉致問題について、市ホームページにより普及啓発を実
施。

山口県 12月10日～12月16日
山口県庁１階

エントランスホール
展示スペースにおいて、拉致問題・拉致被害者等に関す
るパネル等の展示を行った。

宇部市 12月7日～12月10日
宇部市男女共同参画センター・

フォーユー
公共施設でのパネル展で、拉致問題に係るパネル・ポス
ターの展示。

岩国市 12月10日～12月16日 岩国市庁内
政府拉致問題対策本部事務局原稿の拉致問題啓発パネ
ルの掲示。

岩国警察署

DVD放映
（常時）

岩国市 12月10日～12月16日 岩国市庁内
政府拉致問題対策本部事務局作成の拉致問題啓発CM
（60秒）を繰り返し再生。

岩国警察署

山口県 11月～12月
県庁舎

（本庁・出先事務所）
ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を行った。

県内各市町 11月～12月 県内各市町庁舎等 ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を行った。

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

山口県 12月2日 県内

ラジオのスポットＣＭにより啓発週間の周知・広報を行っ
た。
・放送時間帯　18：10～18：15
・回数　１回

　

山口県35

パネル・写真展
示

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

山口県 12月10日～12月16日
太陽光インフォメーション

（県内）
電光掲示板により啓発週間の周知・広報を行った。

宇部市 12月1日～12月15日 市役所本庁舎ロビー
本庁舎ロビーにあるモニター画面を利用し「週間」の啓
発。

ブルーリボン
バッジの着用

山口県 11月25日～12月11日 県内
ブルーリボンバッジを県幹部職員が着用することにより、
普及啓発を行った。

35 山口県

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会
徳島市人権教育・啓発推進協議

会
令和2年12月16日 ホテル千秋閣

人権教育・啓発推進講座
演題「北朝鮮当局による拉致問題」
講師：公益社団法人　徳島被害者支援センター長　武市
善明

徳島市人権推進課

DVD上映会
政府拉致問題対策本部事務局

徳島県
藍住町

令和3年1月20日
藍住町総合文化ホール

大ホール
映画「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」上映会
政府の取組説明

各種団体

ｗｅｂ関連
ホームページ

徳島県
令和2年12月9日～

12月17日
県ホームページ 県ホームページにて，啓発習慣やパネル展の周知・広報

徳島県
令和2年12月9日～

12月17日
徳島県庁１階
県民ホール

拉致問題に関するパネル展の実施

徳島県・
藍住町

令和3年1月20日
藍住町総合文化ホール

ロビー
拉致問題に関するパネル展の実施

徳島市
人権推進課

令和3年3月1日～
3月31日

徳島市庁舎
徳島市8隣保館

内閣官房拉致問題対策本部事務局作成の啓発ポスター
の掲示
・ポスター掲示部数　10枚

鳴門市
令和2年12月10日～

12月16日
鳴門市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

阿南市
令和2年12月1日～

12月11日
阿南市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

阿波市
令和2年11月20日～

12月16日
阿波市庁舎

阿波市4隣保館
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

美馬市
令和2年12月1日～

12月16日

美馬市役所、木屋平総合支所、美
馬町市民サービスセンター、脇町

市民サービスセンター、三島会館、
美馬文化会館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布、啓発映画パンフレット配布

美波町
令和2年10月29日～

12月16日
美波町役場本庁舎　他 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

上板町
令和2年11月1日～

12月31日
上板町庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

36

啓発資料

徳島県

パネル・写真展
示
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会
政府拉致問題対策本部事務局

香川県
12月5日

高松市生涯学習センター「まなびＣ
ＡＮ」

北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニマ「めぐみ」の上
映会を開催

香川県教育委員会，香川県警察本部，
高松法務局，香川県人権擁護委員連
合会，香川県人権啓発推進会議，香川
県人権啓発活動ネットワーク協議会，
かがわ後見ネットワーク

丸亀市 通年 丸亀市ホームページ上 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の掲載

観音寺市 常時 ―
市ホームページ内で様々な人権問題の一つとして拉致問
題を掲載

香川県 12月5日
高松市生涯学習センター「まなびＣ

ＡＮ」

広く同和問題についての関心と認識を深めるため、人権
啓発を目的としたイベント「じんけんフェスタ2020」におい
て、パネルを展示を行った。

香川県教育委員会，香川県警察本部，
高松法務局，香川県人権擁護委員連
合会，香川県人権啓発推進会議，香川
県人権啓発活動ネットワーク協議会，
かがわ後見ネットワーク

観音寺市 常時 ふれあい文化センター
様々な人権問題の一つとして拉致問題の啓発パネルを展
示

香川県 12月5日
高松市生涯学習センター「まなびＣ

ＡＮ」

広く同和問題についての関心と認識を深めるため、人権
啓発を目的としたイベント「じんけんフェスタ2020」におい
て、拉致問題啓発パンフレット等を配布

香川県教育委員会，香川県警察本部，
高松法務局，香川県人権擁護委員連
合会，香川県人権啓発推進会議，香川
県人権啓発活動ネットワーク協議会，
かがわ後見ネットワーク

丸亀市 4月1日～3月19日 丸亀市庁舎 拉致問題啓発ポスターの掲示及びチラシの配布

坂出市 12月1日～12月25日 坂出合同庁舎
政府，香川県，香川県議会主催による国民の集いのポス
ターおよびチラシ掲示

善通寺市 12月4日～12月16日　 　善通寺市役所庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示 　

パネル・写真展
示

香川県

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ

37
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

観音寺市 11月30日～12月10日

観音寺市庁舎
大野原支所
豊浜支所
伊吹支所

ふれあい文化センター

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布

　

東かがわ市
 12月（北朝鮮人権侵害

 問題啓発週間）
東かがわ市庁舎

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　ポスターの掲示

小豆島町 12月10日～12月16日
小豆島町役場

西館 １階
ロビー

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示。

三木町 12月10日～12月16日
三木町役場人権推進課

白山文化センター
平木文化センター

北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示

宇多津町 11月10日～12月5日
宇多津町庁舎

宇多津町保健センター
・映画上映会ｉｎ香川アニメ「めぐみ」チラシの掲示

多度津町 11月12日～12月16日 多度津町庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

まんのう町 12月10日～1月10日 まんのう町庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

広報誌 観音寺市 12月号 ―
「広報かんおんじ」にて、北朝鮮人権侵害問題啓発週間
の啓発

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

観音寺市
12月

1.3.5.6.8.10.12.13.15.17.19.20.22.24.
26.27.29日

―
三豊ケーブルテレビにて、日本人拉致問題啓発アニメ「め
ぐみ」の放映

37 香川県

啓発資料



103 / 151 ページ

【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

松山市 9月18日
松山市味生公民館

3階大会議室

・大政悦子氏講演：「拉致問題について～特定失踪者の
家族としての立場から～」
・チラシ配布（850部）

救う会愛媛

鬼北町 2月13日 鬼北町広見体育センター
・蓮池薫氏講演：「拉致問題と人権～拉致事件の真相と問
題解決の道～」
・チラシ配布（1,140枚）

鬼北町PTA連合会
鬼北町人権教育協議会

愛媛県 通年 愛媛県ホームページ
・北朝鮮人権侵害問題についての周知と啓発
・拉致問題についての活動案内

西条市 12月3日～12月31日 西条市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する記事
西条警察署
西条西警察署

鬼北町 12月3日～12月31日 鬼北町ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する記事

講座（学習会）
市民向け

西条市 11月28日 西条市中央公民館
・講演：拉致問題についての特定失踪者の家族による講
演 西条市人権教育協議会

パネル・写真展
示

愛媛県 12月10～12月15日
愛媛県庁

第一別館ロビー
・本県関係の3名の特定失踪者い関するパネル展示
・啓発週間ポスター掲示

松山市 6月26日
松山市内

スーパートミナガ
・パンフレット配布（30枚）

松山市 10月30日
松山市内

スーパートミナガ
・パンフレット配布（50枚）

愛南町 11月～12月 愛南町役場 ・冊子配布

四国中央市 11月22日
四国中央市

土居文化会館
・「2020四国中央市人権のつどい」内でポスターを掲示
・つどい参加人数　約400人

四国中央市教育委員会
四国中央人権擁護委員協議会
松山地方法務局四国中央市局

松山市 11月24日 松山市津和地多目的集会所 ・拉致以外での人権講演会でパンフレット配布（19枚）

38 愛媛県

啓発資料

講演会・集会

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

西予市 12月1日～12月16日 西予市役所及び支所
・ポスター掲示
・パンフレット配布

松山市 12月4日から12月10日
松山市役所

本館1階ロビー
・人権啓発パネル展にて、ポスター掲示
・啓発冊子の配布

松山市 12月4日～12月25日
松山三越

2階特設会場
・人権啓発パネル展にて、ポスター掲示
・啓発冊子の配布

松山市 3月1日～3月12日
松山市役所

本館1階ロビー

・人権啓発パネル展にて、映画「めぐみへの誓い」のポス
ターを掲示し映画公開のPRを行った
・啓発冊子の配布

四国中央市 12月 四国中央市内
・市の広報誌「広報　四国中央　12月号」の紙面において
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と題した啓発記事を掲
載。配布部数約39，000部（全世帯）

愛媛県 2月26日
松山市内配布対象
リビングまつやま

・映画「めぐみへの誓い」の上映案内

その他 愛媛県 12月10日～12月16日 愛媛県庁本館ドーム
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、シンボルカ
ラーのブルーで本館ドームをライトアップ

38 愛媛県

啓発資料

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会 香南市 12月11日～12月22日 香南市野市図書館  ・ DVD「めぐみ」上映
香南市人権啓発フェスティバル
実行委員会

ｗｅｂ関連
ホームページ

高知県 通年
高知県

人権・男女共同参画課
ホームページ

 ・ 啓発週間の趣旨、啓発内容を掲載

室戸市 通年
室戸市庁舎、

市民館、公民館、
事業所、図書館

 ・ 北朝鮮人権侵害問題啓発のポスター掲示
 ・ 北朝鮮人権侵害問題啓発のチラシ配布
 ・ 北朝鮮人権侵害問題啓発のリーフレット配布（4,400枚）

　

田野町 12月１日～12月31日 田野町庁舎  ・ 啓発ポスターの掲示

大川村 通年 大川村庁舎  ・ 啓発ポスターの掲示

梼原町 通年 梼原町庁舎  ・ 啓発ポスターの掲示

高知県 12月10日～16日
高知県庁本庁舎、
西庁舎、北庁舎

 ・ 啓発ポスターの掲出
 ・ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターを掲示

津野町 12月1日 町内全戸
 ・ 広報誌「広報つのちょう」12月号に啓発週間の趣旨を
掲載

高知県 12月上旬 県内全戸
 ・ 広報誌「さんSUN高知」（12月号）に啓発週間の趣旨を
掲載

高知県39

啓発資料

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

共催（福岡県・みやま市） 12月5日
まいピア高田

（多目的ホール）

「拉致問題を考えるみんなの集い」
・講師：横田　拓也氏
（拉致被害者横田めぐみさんの弟）
 演題：「北朝鮮よ、姉を帰せ！」
・啓発ビデオ「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」上映
・協力団体活動報告
  参加人数　約240人

協力：北朝鮮に拉致された日本人を救
出する福岡の会

遠賀町 12月11日 　遠賀町中央公民館

・「人権のつどい」を開催し、その中で北朝鮮による日本人
拉致問題啓発DVD「めぐみ」を上映
・参加人数　　20名
【新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止】

　

DVD上映会 うきは市 12月6日 白壁ホール ・ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」上映 　

福岡県 通年 福岡県ホームページ
掲載内容　啓発週間の趣旨、ブルーリボンの紹介、講演
会、パネル展の情報など

飯塚市 11月中旬～１2月16日 飯塚市ホームページ
【掲載内容】啓発週間の趣旨、動画チャンネル開設に係る
広報

　

筑後市 12月1日～12月17日 筑後市ホームページ

　・北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12月10日～12月16
日）
　・YouTube拉致問題対策本部公式動画チャンネルの紹
介

筑後市 3月 筑後市ホームページ

・拉致問題対策本部公式Twitterアカウントの開設につい
て
・拉致問題の啓発にご協力していただける方の募集につ
いて

行橋市 通年 行橋市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨・啓発事項

大野城市 12月11日～12月16日
　大野城まどかぴあ
ギャラリーモール

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展
・パネル展周知のため、市ＨＰの配信を実施

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
福岡の会（パネルデータ提供）

春日市 3月 春日市ホームページ掲載 政府拉致問題対策本部ホームページの案内

講演会・集会

40 福岡県

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

那珂川市 11月～12月 那珂川市ホームページ ・掲載内容：　啓発週間の趣旨、講演会の情報。

ｗｅｂ関連
Twitter

Facebook
大野城市 12月11日～12月16日

　大野城まどかぴあ
ギャラリーモール

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展
・パネル展周知のため、ＳＮＳ（Facebook、Twitter等）の配
信を実施

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
福岡の会（パネルデータ提供）

春日市 10月15日
春日市男女共同参画センター

Facebook

※Facebookで広く市民の関心と認識を深めるため啓発
実施内容　啓発週間の趣旨・啓発活動及び講演会（福岡
市開催分）の案内

春日市 11月24日
春日市男女共同参画センター

Facebook

※Facebookで広く市民の関心と認識を深めるため啓発
実施内容　啓発週間の趣旨・啓発活動及び国際シンポジ
ウムの案内

大牟田市 12月4日 大牟田市内のスーパー
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間のチラシの配布
・配布部数　1,200部

福岡県出先機関、人権擁護委員、大牟
田市議会、大牟田市教育委員会

朝倉市 12月3日 朝倉市内4か所
・啓発チラシを配布
・配布部数　350部

　

福岡県 12月10日～12月16日 福岡県庁1階ロビー
拉致被害者写真パネルの展示
啓発冊子（拉致問題対策本部製作分）、ブルーリボンの配
布

協力：北朝鮮に拉致された日本人を救
出する福岡の会

久留米市 12月10日～12月16日
久留米市人権啓発センター廊下

ギャラリー
北朝鮮当局による人権侵害問題に対するパネル展 　

田川市 12月10日～12月16日 田川市役所ロビー 拉致問題に関するパネル展示 　

大川市 12月10日～12月16日 大川市役所ロビー ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネルの設置 　

大野城市 12月11日～12月16日
　大野城まどかぴあ
ギャラリーモール

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展
・ポスターや関連資料等をパネルに掲示

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
福岡の会（パネルデータ提供）

朝倉市 12月3日～12月4日
杷木地域生涯学習センター

エントランスホール
・展示内容　拉致被害者に関するパネル

街頭啓発活動

ｗｅｂ関連
Facebook

40 福岡県

パネル・写真展
示
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

みやま市 11月30日～12月5日
まいピア高田
（ホワイエ）

拉致被害者に関するパネル 久留米市人権啓発センター

築上町 12月1日～12月18日 築上町役場築城支所ロビー
＊展示コーナー設置
・ブルーリボンを飾ったツリーやパネルを展示し、ブルーリ
ボン運動および啓発週間を周知。

福岡県 12月10日～12月16日 福岡県庁1階ロビー
アニメ「めぐみ」上映
パネル展と同時開催

川崎町 12月10日～12月16日 川崎町立隣保館 ・ＤＶＤ「めぐみ」の放映 　

福岡県及び県内市町村 10月 福岡県内
啓発週間及び関連行事のポスターを掲出し、チラシを配
布。（福岡県、福岡市製作分）

福岡県及び県内市町村 11月～12月 福岡県内
啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを配布。（法
務省製作分）

福岡県及び県内市町村 11月～12月 福岡県内 啓発週間ポスターを掲出。（政府拉致対策本部製作分）

直方市 3月 直方市庁舎
拉致問題啓発パンフレットの配架
30部

　

飯塚市 10月中旬～１1月下旬 飯塚市内
「北朝鮮人権侵害問題啓発講演会」開催に係るチラシを
窓口で配布する。
【配布資料】チラシ15枚

飯塚市 11月中旬～１2月6日 飯塚市内
「拉致問題を考えるみんなの集い」開催に係るチラシを窓
口で配布する。
【配布資料】チラシ50枚

柳川市 12月4日～12月25日
柳川市役所（柳川庁舎、三橋庁

舎、大和庁舎

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示及びチラシ
の配付
・チラシ　400枚

　

八女市 12月～1月 八女市本庁舎及び各支所
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布
・チラシ配布部数　本庁50枚・各支所20枚×5カ所

　

大川市 11月～12月 大川市内 ・啓発週間ポスターを掲出

DVD放映
（常時）

40 福岡県

パネル・写真展
示

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

行橋市 11月中旬～12月下旬 行橋市内
啓発週間ポスターを掲出し，啓発週間チラシを配布
・配布部数　2部（ポスター）,15部（チラシ）

　

行橋市 11月 行橋市内
リーフレット（行橋市作成）を配布
・配布部数　約27,200部

中間市 12月10日～12月16日
中間市庁舎　及び

中間市人権センター
北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせポスターの掲示
を実施した

　

大野城市 12月11日～12月16日
　大野城まどかぴあ
ギャラリーモール

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展
・ポスターや関連資料等をパネルに掲示

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
福岡の会（パネルデータ提供）

春日市 11月
春日市庁舎、春日市ふれあい文化
センター、、社会福祉協議会、市内

各施設

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
各施設にポスター及びチラシの設置

　

宗像市 12月18日～12月24日 宗像ユリックス

人権問題啓発強調期間
人権啓発作品展（市内小中学校の児童生徒のポスター、
標語）の展示に合わせて、北朝鮮人権侵害問題啓発週間
ポスターの掲示と冊子を設置

　

古賀市 　11月上旬 古賀市公共施設（16箇所）に設置
　2021年度じんけんカレンダー
・12月に啓発テーマとして記載
・配布部数　　　　　　　8,000部

　

福津市 12月10日～12月16日 福津市庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布
・チラシ配布部数　50枚

　

宮若市 12月10日～12月16日 宮若市庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布
・チラシ配布部数　50枚

須恵町 11月～12月 須恵町庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布
・チラシ配布部数　20枚

新宮町 11月～12月　 新宮町庁舎　他 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

新宮町 11月
町内全世帯、
町内事業所、
町内公共施設

・2021新宮町人権カレンダーに啓発事項「北朝鮮当局に
よる人権侵害問題に対する認識を深めよう」及び「北朝鮮
人権侵害問題啓発週間」を記載
・配布部数：13,500部

40

啓発資料

福岡県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

新宮町 11月
町内全世帯、
町内事業所、
町内公共施設

・人権週間イベントチラシに人権週間強調事項として「北
朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」
を記載
・配布部数：13,500部

志免町 11月～12月 志免町役場庁舎 拉致問題を考えるみんなの集いチラシの配布
北朝鮮に拉致された日本人を救出する
福岡の会

宇美町 2月15日～3月31日　 庁舎内通路 チラシ配架 　

水巻町 12月10日 水巻町内
毎年配布する人権カレンダーに当該週間を掲載
配布部数：13,400部

実施主体：水巻町・水巻町教育委員会・
水巻町人権教育研究協議会

岡垣町 12月10日～12月16日　 岡垣町庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

大刀洗町 12月 大刀洗町内 啓発ポスターの掲示 　

大木町 12月2日～1月30日
大木町図書・情報センター1階ギャ

ラリー
人権啓発・人権作文パネル展示展にて北朝鮮人権侵害
問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布

　

香春町 11月～12月 庁舎内 啓発ポスターの掲示 　

福智町 2月26日～3月31日 福智町役場 福祉課窓口にてチラシを掲示 　

上毛町 12月4日～12月10日 上毛町役場内 啓発ポスター掲示 　

大牟田市 12月 大牟田市内
・広報紙　　「広報おおむた」（12月1日号）
・配布部数　53,800部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

田川市 12月1日 田川市内
・広報たがわ（12月1日号）にパネル展案内
・配布数　18,000部

筑後市 12月 筑後市内
・配布物　「広報ちくご」（12月1日号）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間
・YouTube拉致問題対策本部公式動画チャンネルの紹介

　

40

啓発資料

広報誌

福岡県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

大川市 11月15日 大川市内
・「市報おおかわ」（11月15日号）に同週間の趣旨、啓発事
項を掲載
・配布数 13,400部

行橋市 12月 行橋市内
・配布物　　 広報誌「ゆくはし」（12月1日号）
・配布数　　 約27,200部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

豊前市 12月 豊前市内
・配布物　　 広報「豊前」（12月号）
・配布数　　 9,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、講演会案内

　

筑紫野市 12月 筑紫野市内

広く市民に「北朝鮮人権侵害問題」についての関心と認識
を深めるため、広報誌に同週間の趣旨、啓発事項を掲
載。
・配布物　広報ちくしの（12月1日号）
・配布数　　42,600部

　

大野城市 12月1日 大野城市内
＊市広報「大野城」にて周知・広報を実施
・配布物　　　 広報「大野城」
・配布部数　　45,500部

太宰府市 12月 太宰府市内
広報紙に啓発週間の趣旨を掲載
・配付物：広報だざいふ(12月号)
・配布部数：約28,000部

　

うきは市
11月15日
12月1日

うきは市
・配布物　　 広報うきは
・配布部数　11,300部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

うきは警察署

みやま市 11月15日 みやま市内
広報誌「広報みやま」11月15日号に「拉致問題を考えるみ
んなの集い」の開催記事を掲載
部数：14,100部

みやま市 12月1日 みやま市内
広報誌「広報みやま」12月1日号
啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載
部数：14,100部

啓発資料による周知・広報
主体：福岡県・柳川警察署

那珂川市 12月 那珂川市内
広報紙に同週間の趣旨、啓発事項を掲載。
・配布物：「広報なかがわ」12月号
・配布数：約19,000部

　

桂川町 12月　 桂川町内

・配布物　広報誌「広報けいせん」（12月1日号）
・配布数　5,100部
・掲載内容　啓発週間の趣旨・啓発事項
【例年実施の上映会は中止】

　

40

広報誌

福岡県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

赤村 12月 赤村内

*配布物　「広報あか」（12月号）
*配布数　1,300部
*掲載内容：人権週間に係る啓発記事を掲載。記事中に、
北朝鮮による拉致問題解決のための内容を掲載

　

苅田町 12月 苅田町内
・配布物「広報　かんだ」（12月10日号）
・配布部数　　11,800部
・掲載内容　啓発週間の趣旨・啓発事項

　

吉富町 12月 吉富町内

広く同問題についての関心と認識を深めるため、広報紙
に同週間の趣旨・啓発事項を掲載する。
・配布物　広報よしとみ　12月号
・配布数　約2,800部

　

築上町 12月1日 築上町内
・配布物：　広報「ちくじょう」
・配布部数：　7,600部（全戸配布）
・掲載内容：　啓発週間の周知

福岡県 12月3日
FM福岡

（福岡県域で放送）

放送日：12月3日
回数：1回
放送内容：啓発週間、講演会

福岡県 10月 福岡県内
 新聞広告の掲載
　「福岡県からのお知らせ」（10月18日）
掲載内容　啓発週間、講演会

みやま市 11月
FMたんと

（みやま市・大牟田市・荒尾市で放
送）

放送日：11月16日、23日、30日
回数：1回/各日（計3回）
放送内容：啓発週間、講演会

福岡県 12月10日～12月16日 福岡県庁 県庁壁面に懸垂幕を掲示

みやま市 11月30日～12月10日
みやま市庁舎・山川支所
文化施設まいピア高田

みやま市立図書館駐車場

＊人権週間関連として設置
・文字　「みんなで築こう　人権の世紀」

福岡県 12月10日～12月16日
天神中央公園貴賓館

（福岡市中央区）
実施内容：貴賓館の夜間ライトアップ（青色）、啓発ポス
ター及びブルーリボン案内ポスター掲示

うきは市 12月1日～12月16日
ワンダーランド

うきはバイパス店
*大型モニターで放送
・内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

うきは警察署

うきは市
12月10日、12日、

14日、16日
うきは市

*防災行政無線で放送
・回数　2回/日（朝、夕）
・内容　啓発週間の趣旨

うきは警察署

40

その他

掲示
懸け垂れ幕等

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

福岡県

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会
DVD上映会
署名活動

パネル・写真展
示

佐賀県 10月13日 神埼市中央公民館

・講演会、アニメ「めぐみ」上映、家族連絡会からのメッ
セージ
・実施主体　佐賀県、神埼市
・参加人員　４２０名
・啓発パネル展、署名活動を同時実施

・佐賀県議会北朝鮮拉致問題早期解決
促進議員連盟(佐賀県議会拉致議連)
・北朝鮮に拉致された日本人を救出す
る佐賀県民の会（救う会佐賀）

佐賀県 通年 佐賀県ホームページ

・講演会、パネル展等イベント告知及び結果の掲載ほか
啓発事項
・実施主体　佐賀県

伊万里市 通年 伊万里市ホームページ ・実施主体　伊万里市

武雄市 令和２年１２月 武雄市ホームページ
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」についての記事を掲載
・実施主体　武雄市

街頭啓発活動 佐賀市 12月3日
佐賀市内大型商業施設及び佐賀

駅バスセンター

・人権週間街頭啓発キャンペーン時における啓発チラシ
の配布
・実施主体　佐賀市
・配布部数　800部

・佐賀人権擁護委員協議会
・佐賀市社会人権・同和教育推進
  協議会
・運動団体

署名活動
パネル・写真展

示
佐賀県 12月5日 福富ゆうあい館

・ふれあい人権フェスタ2020における啓発パネルの展示
及び署名活動
・実施主体　佐賀県、福富町ほか
・参加人員　231人

佐賀地方法務局、佐賀県人権擁護委
員連合会、佐賀県教育委員会、上峰町
教育委員会、佐賀県人権啓発活動ネッ
トワーク協議会

パネル・写真展
示

鳥栖市 12月11日～12月16日 鳥栖市立図書館
・展示内容　拉致問題についてのパネル展示
・実施主体　鳥栖市

佐賀市 １2月5日～１２月13日 佐賀市立図書館本館
・啓発ポスターを掲出及び啓発資料の展示
・実施主体　佐賀市

・佐賀市立図書館本館

佐賀市 11月21日 メートプラザ佐賀
・人権ふれあい講演会2020開催時に啓発ポスターを掲示
・実施主体　佐賀市

・佐賀市社会人権・同和教育推進協議
会

佐賀市 １１月２７日～１２月２６日 佐賀駅バスセンター

・啓発ポスターを掲出
・人権週間啓発広告の中で啓発活動年間強調事項として
明示
・実施主体　佐賀市

41 佐賀県

ｗｅｂ関連
ホームページ

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

佐賀市 １１月2７日～12月２６日 佐賀市内
・カレンダー（佐賀市作成）を配布
・実施主体　佐賀市
・配布部数　8000部

・佐賀・武雄人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会

佐賀市 １１月～１２月
・佐賀市庁舎・7支所

・佐賀市内公民館　他

・啓発ポスターの掲示
・実施主体　佐賀市

佐賀市 通年
佐賀市保健福祉会館

（ほほえみ館）
・啓発ポスターの掲示
・実施主体　佐賀市

唐津市 12月4日～12月１６日 唐津市役所本庁舎
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」ポスター掲示
・実施主体　唐津市

伊万里市 11月～12月 伊万里市内施設等
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　伊万里市
・配布部数　20枚

鹿島市 6月～10月 鹿島市生涯学習センター

・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター（国作成）の掲示
・人権学習会・同和問題講演会の会場に掲示
・実施主体　鹿島市

鹿島市 12月
鹿島市生涯学習センター

地区公民館

・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター（国作成）の掲示
・公民館に掲示
・実施主体　鹿島市

鹿島市 １月 地区公民館
・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター（国作成）の掲示
・実施主体　鹿島市
・公民館に掲示

嬉野市 11月～12月

塩田公民館
うれしの市民センター

吉田公民館
社会文化会館（リバティ）

・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示

神埼市 　１１月～１２月
・神埼市役所
・千代田市所
・脊振支所

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　神埼市

吉野ヶ里町 11月１日～12月３１日
吉野ヶ里町役場

三田川・東脊振庁舎
・拉致問題に関するポスターの掲示
・実施主体　吉野ヶ里町

　

みやき町 12月10日～12月16日
みやき町の各庁舎と

こすもす館
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」ポスター掲示
・実施主体　みやき町

41 佐賀県

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

玄海町 １１月～１２月
玄海町役場本庁舎

玄海町役場値賀出張所
玄海町町民会館

・拉致問題に関するポスター及びチラシの掲示
・実施主体　玄海町

有田町 11月～12月 有田町役場本庁
・法務省作成啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　有田町

太良町 1１～12月
・太良町役場
・大浦支所

・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示
・実施主体　太良町

太良町 ９～１０月
・太良町役場
・大浦支所

・「拉致問題を考える県民の集い」のチラシ配布
・実施主体　太良町

佐賀県 12月 県内
・県民だより１２月号に啓発記事を掲載
・実施主体　佐賀県
・配布部数　310,000部（各戸配布）

伊万里市 12月 伊万里市内
・配布物　広報伊万里12月号
・実施主体　伊万里市
・配布部数　21,000部（各戸配布）

伊万里警察署

武雄市 １２月 広報武雄
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」についての記事を掲載
・実施主体　武雄市

鹿島市 12月 鹿島市内
・配布物　広報誌「広報かしま12月号」にて啓発週間の周
知、約8200部
・実施主体　鹿島市

上峰町 12月 上峰町内

・12月10日～16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間とさ
れていること。
・拉致問題の概要
・実施主体　上峰町

　

玄海町 １２月 玄海町内
・広報誌「広報玄海１２月号」にて啓発週間の周知
・配布数　約１５３０部（全戸配布）
・実施主体　玄海町

　

有田町 12月 有田町内
・広報誌「広報ありた」１２月号にて啓発週間の周知、約
7200部
・実施主体　有田町

図書コーナー 佐賀県 11月26日～12月22日 佐賀県立図書館
・拉致問題に関する図書の特設コーナーを展示
・啓発ポスターを掲示
・実施主体　佐賀県

佐賀県立図書館

41 佐賀県

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会

政府拉致問題対策本部
長崎県

長崎県拉致問題早期解決議員連
盟

佐世保市

11月12日
アルカスＳＡＳＥＢＯ

イベントホール

・政府の取組説明
・アニメ「めぐみ」「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」上
映
・ビデオメッセージ上映
・参加人数　89人

DVD上映会
パネル・写真展

示
長崎県 12月10日～12月16日 長崎県庁舎

拉致問題啓発パネル展の開催、アニメ「めぐみ」上映
（パネル掲示部数　10枚）

長崎県 通年 長崎県公式ホームページ
・啓発イベント、啓発週間の告知等
・実施主体　長崎県

佐世保市 11月～12月 佐世保市 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載

雲仙市 ４月１日～３月３１日 雲仙市ホームページ
雲仙市ホームページに「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
について掲載

長崎県 12月10日～12月16日
長崎県庁舎、県議会

各振興局
地方機関

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示、拉致問
題パンフレットの設置
（ポスター掲示部数　40部）

長崎地方法務局人権援護課

長崎市 12月10日～12月16日

長崎市役所本館１階ロビー、地域
センター（中央を除く19ヶ所）、総合
事務所（3ヶ所）、大型公民館（8ヶ

所）

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
（掲示枚数　31枚）

長崎市 12月1日～12月16日
長崎市役所本館１階ロビー、長崎
警察署管内の地域センター（5ヶ

所）、地区事務所（2ヶ所）

北朝鮮人権侵害問題啓発週間チラシの配布
（配布枚数　100枚）

長崎警察署

島原市 12月
島原市本庁舎

有明庁舎

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示及びチラシ
配布
（チラシ配布部数　20部）

　

平戸市 11月～12月 平戸市内全域 啓発週間ポスターの掲示

松浦市 12月10日～12月16日 松浦市庁舎 啓発週間ポスターの掲示 　

壱岐市 12月10日～12月16日 壱岐市各庁舎・事務所等
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・ポスター（大）配布部数25枚
・ポスター（小）配布部数10枚

　

ｗｅｂ関連
ホームページ

啓発資料

42 長崎県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

五島市 11月28日 五島市福江総合福祉センター 第１５回人権フェスティバル時、会場内にポスター掲示 　

西海市 12月中 西海市役所庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発　　　　　ポスター掲示

雲仙市 ４月１日～３月３１日 雲仙市庁舎 市役所玄関ホールにのぼり旗を設置 　

南島原市 12月10日～12月16日 南島原市役所庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

長与町 12月
長与町庁舎

町内公民館（５か所）
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

波佐見町 １２月１日～１２月３１日 波佐見町庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週刊ポスターの掲示 　

小値賀町 12月1日～16日 小値賀町役場庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示 　

新上五島町 １２月１０日～１２月１６日
新上五島町

本庁舎及び各支所
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

広報誌 佐世保市 12月 佐世保市
全世帯に配布する「広報させぼ」に北朝鮮人権侵害問題
啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載
（配付部数　101,300部）

　

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

長崎県 12月10日～12月16日 長崎県庁舎
大型ビジョン、デジタルサイネージ等による啓発週間の周
知

長崎県拉致問題早期解決議員連
盟

長崎県
12月10日 県庁玄関前 横断幕掲揚

諫早市 12月 諫早市男女共同参画推進センター のぼりを掲出 　

その他
長崎県拉致問題早期解決議員連

盟
長崎県

12月10日～12月16日 稲佐山 稲佐山電波等ブルーライトアップ 長崎市観光政策課

掲示
懸け垂れ幕等

啓発資料

42 長崎県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

平戸市 12月10日 平戸市内全域 防災行政無線にて、啓発週間の周知 平戸警察署

対馬市 12月10日～12月16日 対馬市内全域

・音声放送による啓発週間及び拉致被害
  の現状を周知（期間中３回）
・ケーブルテレビによる同内容の周知
  （期間１週間前から期間中毎日）

対馬南警察署
対馬北警察署

西海市 12月10・13・16日 西海市内全域
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知（放送回数　３
回）

西海警察署

その他

42 長崎県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会 熊本県 12月12日 熊本県庁舎地下大会議室
・基調講演講師　曽我ひとみ様（リモートにて）
・啓発資料配布（２００部）

・北朝鮮に拉致された日本人を救う熊
本県議会議員の会
・北朝鮮に拉致された日本人を救出す
る熊本の会
・熊本地方法務局

DVD上映会 熊本県 12月12日 熊本県庁舎地下大会議室 ・DVD「めぐみ」上映

・北朝鮮に拉致された日本人を救う熊
本県議会議員の会
・北朝鮮に拉致された日本人を救出す
る熊本の会
・熊本地方法務局

菊陽町 １２月１０日～１２月１６日 菊陽町ホームページ
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を周知するページを町
ホームページに掲載

水俣市 通年 水俣市ホームページ 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の啓発

街頭啓発活動
署名活動

熊本県 ６月、８月、１１月
熊本市、八代市にて開催の街頭署

名活動に参加
・署名活動の補助
・県作成啓発資料配布（各１００部）

・北朝鮮に拉致された日本人を救う熊
本県議会議員の会
・北朝鮮に拉致された日本人を救出す
る熊本の会

パネル・写真展
示

熊本県 １２月１０日～１８日 熊本県庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・県内拉致被害者関係写真・パネルの掲示
・ブルーリボンの紹介

阿蘇市 令和２年度中 阿蘇市役所庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示

宇城市 11月25日～12月28日　
宇城市役所

各支所庁舎内
政府主催国際シンポジウムポスター掲示・チラシの設置

宇土市 12月1日～12月28日 宇土市仮設庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラ
シの配布

嘉島町 12月10日～12月16日 嘉島町役場庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・掲示部数　１部

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ

43 熊本県



120 / 151 ページ

【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

菊陽町 １１月３０日～１２月１１日
・菊陽町役場

・菊陽町役場　西部支所(キャロッピ
ア)

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」のポスターを役場等の
正面玄関に掲示

玉名市
令和2年12月1日

～12月18日

玉名市役所本庁、玉名市民図書
館、岱明図書館、横島図書館、天

水図書館
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

南阿蘇村 　1月～2月 南阿蘇村役場庁舎内 ポスターを庁内に掲示

八代市 １２月 八代市鏡支所 啓発週間ポスターの掲示

山江村 庁舎内 ポスター掲示

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

八代市 １２月1日 エフエムやつしろ
八代市のコミュニティFMであるエフエムやつしろにて、市
役所からのお知らせを行うコーナーで拉致問題啓発週間
について広報活動を実施

ブルーリボン
バッジの着用

熊本県 ６月、８月、１１月、１２月 熊本市、八代市
・署名活動時
・講演会時

・北朝鮮に拉致された日本人を救う熊
本県議会議員の会
・北朝鮮に拉致された日本人を救出す
る熊本の会

啓発資料

43 熊本県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会 中津市 12月10日～12月16日
中津市役所

1階市民ホール
・実施主体　中津市
・DVDアニメ「めぐみ」

大分市 12月10日～12月16日 大分市ホームページ
当該問題について関心と認識を深めるため、市ホーム
ページ上で広報した。
・実施主体　　大分市・大分市教育委員会

杵築市 通年 杵築市ホームページ
広く当問題についての関心と認識を深めるため、市ホー
ムページで広報

宇佐市 通年
掲載内容
　　啓発週間の趣旨、啓発事項

街頭啓発活動 大分市 12月1日 大分市内中心部

当該問題について関心と認識を深めるため、街頭啓発活
動にてチラシを配布した。
・実施主体　　大分市・大分市教育委員会
・配布枚数　　約８００枚

大分市 10月21日～11月5日
ホルトホール大分内
人権啓発センター

（ヒューレおおいた）

当該問題について市民の関心と認識を深めるため、パネ
ル展を実施。
・実施主体　大分市
・設置枚数　パネル等２２点

日田市 12月4日～12月16日
日田市アオーゼ1階
エントランスホール

北朝鮮人権侵害問題啓発週間にちなんだパネル展 救う会大分

大分県及び県内市町村 11月～12月 大分県内
啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　大分県及び県内市町村

大分市 12月10日～12月16日
大分市庁舎、各支所・地区

公民館・教育委員会
各課等

当該問題について関心と認識を深めるため、
法務局作成の啓発ポスターを掲示した。
・実施主体　大分市・大分市教育委員会
・配布枚数　約７０枚

別府市 １２月３日～１２月１０日
別府市役所
１階ロビー

・啓発週間ポスターの掲示及びポケットブックの配布。
・配布部数　約２０部

佐伯市 12月10日～12月31日
佐伯市役所　本庁舎

佐伯市役所　振興局庁舎
佐伯市内公民館

佐伯市に配布された北朝鮮侵害問題啓発週間ポスター
の掲示。

臼杵市 １２月１０日～１２月１６日 臼杵市庁舎
啓発週間ポスターを掲出し、啓発
を行った。

パネル・写真展
示

ｗｅｂ関連
ホームページ

啓発資料

44 大分県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

津久見市 11月～12月 庁舎内 啓発週間ポスターの掲示

杵築市人権・同和教育推進協議
会

12月12日 杵築市健康福祉センター
・啓発週間の内容を当日資料内に掲載し配布
・配布部数　３００部

　杵築市人権・同和教育推進協議会

杵築市 11月～12月 杵築市内
・啓発週間ポスターを各公共施設に掲示
・配布枚数　３０枚

市内各公共施設

杵築市人権・同和教育推進協議
会

11月18日 杵築市内
・人権フェスティバル案内チラシの裏面を活用し、啓発記
事を掲載のうえ配布
・配布部数　６００部

　杵築市人権・同和教育推進協議会

杵築市 11月 杵築市内
・人権擁護委員協議会事業用チラシの裏面を活用し、啓
発記事を掲載のうえ配布
・配布部数　約１，８００部

杵築人権擁護委員協議会・
市内各公共施設

宇佐市 １２月１０日～１６日
宇佐市役所本庁舎・支所

隣保館・図書館
　北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

宇佐市 １２月４日～１６日
宇佐市役所本庁舎・支所

隣保館・図書館
ブルーリボンツリー展示

豊後大野市 12月5日
豊後大野市総合文化センター（エ

イトピアおおの）

「人権を守る市民のつどい」会場で、当日の資料内に「北
朝鮮人権侵害問題」について掲載し配布。
・実施主体　豊後大野市
・配布部数　約２００部（資料）

また、会場内でポスターを掲示

豊後大野市人権・部落差別問題啓発推
進協議会

由布市 12月10日～12月16日 由布市庁舎啓発コーナー 拉致問題について周知するためポスター掲示

国東市 12月10日～12月16日 国東市庁舎内 拉致問題について周知するためポスター掲示

日出町 １２月４日～１４日
日出町役場庁舎内・日出町交流ひ
ろばHICALI・日出町中央公民館

ポスターの掲示

啓発資料

44 大分県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

大分県
11月25日
11月28日

大分県内

ちらしを作成（大分県）し、人権啓発物品（ウォーキングカ
ウンター）とともに配布した。
・配布部数　2，000部
　　11/25街頭啓発1,000部
　　11/28人権フェスティバル1,000部

大分県教育庁

大分県 11月 大分県内

・実施主体　大分県人権教育・啓発推進協議会
・配布物　　 広報誌「啓推協だより」（88号）
・配布数　　 2,900部
・掲載内容　啓発週間の周知

大分市 12月1日 大分市内全戸

当該問題について関心と認識を深めるため、市報で広報
した。
・実施主体　　大分市・大分市教育委員会
・配布部数　　約２１０，０００部

別府市 １２月 別府市内
市報べっぷ（１２月号）「わたしたちのねがい」コーナーに
啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載。

中津市 12月1日 中津市内全域

・実施主体　中津市
・配布物　広報誌「市報なかつ」
・配布部数　約35,000部
・当該問題について関心と認識を深めるため

日田市 11月13日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
及び上記パネル展の周知

玖珠町 12月2日 くすまちメルサンホール
人権講演会の際に、大分県の作成したちらしを、参加者
全員に配布した。
配布部数：２５０部

玖珠警察署

大分県 11月21日 大分県内

・掲載紙　大分合同新聞、西日本新聞、朝日新聞、読売
新聞、毎日新聞
・サイズ・仕様　　半五段モノクロ
・掲載内容　啓発週間の周知

国東市 12月10日～12月16日 国東市内一円
拉致問題について周知するためケーブルテレビの文字放
送で放送。

その他 豊後高田市 １２月１０日～１２月１６日
豊後高田市役所
庁内ネットワーク

・庁内ネットワークを活用した
市職員自主研修
・市職員の自主学習の機会の提供として法務省のホーム
ページを周知した

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

広報誌

44 大分県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

パネル・写真展
示

宮崎県 １２月７日～１２月１３日 県庁本館１F展示スペース
・啓発パネル及びチラシの展示、配布

　

宮崎県小林市 12月10日～12月16日 小林市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

宮崎県えびの市 １２月１０日～１６日　 えびの市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

宮崎県高原町 12月1日～12月16日 高原町庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示

広報誌 宮崎県 １１月下旬発行 －
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間、県庁本館でのパネル展
のお知らせ等

掲示
懸け垂れ幕等

宮崎県 １２月９日～１２月１７日 県庁舎、県総合庁舎（延岡市）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間のお知らせ
・掲出数　各１

啓発資料

45 宮崎県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

鹿児島県，鹿児島市，枕崎市, 日
置市，霧島市，中種子町

4月1日～3月31日(県,霧島市,日置
市,中種子町)，12月3日～12月16日
（鹿児島市）,12月10日～12月16日
(枕崎市）

各ホームページ 北朝鮮拉致問題についてホームページに掲載 　

街頭啓発活動 日置市 12月 日置市江口浜周辺 北朝鮮人権侵害啓発週間ポスターの掲示，チラシの配布 日置警察署

12月10日～12月16日 県庁，各地域振興局・支庁
県庁各課，各地域振興局，支庁に署名協力依頼
パネルを貸し出した市町村にも協力依頼（県：1，515筆)
※署名用紙は，常時ホームページに掲載

12月2日～12月15日,2月12日～12
月19日（鹿屋市）,12月1日～12月10
日（西之表市）,12月10日～12月16
日（霧島市）,12月1７日～12月28日
（姶良市）

鹿屋市庁舎,各支所,出張所,学習セ
ンター,鹿屋市社会福祉協議会（鹿
屋市）,各市役所（西之表市,霧島市,

姶良市）

・鹿屋市：1,674筆を｢拉致被害者家族・特定失踪者家族を
支援する会鹿児島｣に引き渡した。　　　　　　　　　　　　・西
之表市：パネル展示場及び職員に対して実施
・霧島市：職員及び来庁者に対して実施
・姶良市：職員等に対して実施

　
拉致被害者家族・特定失踪者家族を支
援する会（鹿屋市）

県庁，各地域振興局・支庁，商業
施設

県庁2階県民ホール，各地域振興局・支庁，商業施設にお
いてパネル展実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・市
町村へのパネル貸出（９市町）

生涯学習プラザ1階(鹿児島市),市
庁舎・各支所・出張所,学習セン

ター,鹿屋市社会福祉協議会等(鹿
屋市),各市役所庁舎(出水市,指宿
市,西之表市,霧島市,大崎町,中種
子町)，公共施設等（垂水市）,公民
館，文化会館，公共施設等（志布

志市）

左記場所において啓発パネル展を実施

商業施設（イオンモール鹿児島）
パネル・写真展

示

12月10日～12月16日（県，鹿児島
市,指宿市），12月2日～12月15日,2
月12日～2月19日（鹿屋市),2月27
日～3月5日(出水市),12月1日～12
月10日（西之表市）,8月21日～8月
30日（垂水市）,12月4日～12月25日
（霧島市）,7月31日～8月13日（志布
志市）,12月1日～12月17日（姶良
市）,11月30日～12月11日（大崎町）
11月20日～11月30日（中種子町）

署名活動
鹿児島県,鹿屋市,西之表市,霧島
市,姶良市

鹿児島県，鹿児島市，鹿屋市,出
水市,指宿市,西之表市,垂水市,霧
島市,志布志市,姶良市,大崎町,中
種子町

46 鹿児島県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

4月1日～3月31日（掲示）　11月，
12月（配布）

県庁，県出先機関，商業施設，郵
便局，大学，短大

通年にわたり北朝鮮拉致問題のポスター掲示
県庁各課，県出先機関，市町村，県内大学・短大，商業
施設，郵便局にポスター，チラシ（県作成）配布（市町村に
はチラシのみ配布，商業施設，郵便局にはポスターのみ
配布）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ポスター；250枚，
チラシ：約400枚配布

12月10日～12月16日(鹿児島市,枕
崎市,指宿市,垂水市,湧水町,南大隅
町,宇検村,和泊町,与論町)12月1日
～12月10日（奄美市）,12月1日～3
月31日（伊佐市）,4月1日～3月31日
（日置市,姶良市,東串良町,瀬戸内
町,天城町）,10月26日～12月27日
（屋久島町）

本庁舎，各支所(鹿児島市,指宿市,
奄美市,伊佐市,姶良市,日置市,湧
水町,東串良町,南大隅町,屋久島
町,宇検村,瀬戸内町,天城町,和泊
町,与論町),市役所正面玄関(枕崎
市),市役所庁舎及び公共施設（垂

水市）,

ポスター掲示，チラシの設置 枕崎警察署（枕崎市）

・広報誌｢グラフかごしま｣11月号｢県からのお知らせ｣欄に
掲載　　　　　　発行部数：10,000部，A4判オールカラー，
年4回発行　　　　　　　　　　　　　　　　　　・｢県政かわら版｣
12月号　　　　　　　発行部数：728,000部（県内全戸配布），
タブロイド判，年6回偶数月発行

・鹿児島市：市内全戸配布（289,700部）　・枕崎市：1,140
部配布　・指宿市：市内全世帯配布,　・南さつま市：16,500
部，・南九州市：全戸配布,　・姶良市：市内各世帯配布,　・
さつま町：約10,000部,　・大崎町：5,200部,　・南種子町：全
戸配布（2,950部）

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

鹿児島県 12月9日 県内全域
ラジオスポットにより北朝鮮人権侵害問題啓発週間につ
いて,また，同週間に合わせて実施するパネル展について
案内した。（FMかごしまで放送）

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

日置市 4月1日～3月31日 日置市（さつま湖休憩所） 電光掲示板への掲載

掲示
懸け垂れ幕等

鹿屋市,姶良市
12月9日～12月16日（鹿屋市）,12月
1日～12月17日（姶良市）

鹿屋市庁舎，姶良市庁舎 ｢北朝鮮人権侵害問題啓発週間｣に合わせて設置

館内放送
鹿児島県，鹿児島市，鹿屋市,霧
島市

12月9日（県，鹿児島市）,12月10
日，12月16日（霧島市）

県庁,鹿児島市庁舎,霧島市庁舎 庁内放送により北朝鮮人権親愛問題啓発週間を広報

広報誌 8月（垂水市）,11月，12月

鹿児島県，鹿児島市，鹿屋市,枕
崎市,指宿市,垂水市,南さつま市,
南九州市,姶良市,さつま町,大崎
町,南種子町

啓発資料

鹿児島県，鹿児島市，枕崎市,指
宿市,日置市,垂水市,奄美市,伊佐
市,姶良市,湧水町,東串良町,南大
隅町,屋久島町,宇検村,瀬戸内町,
天城町,和泊町,与論町

46 鹿児島県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ブルーリボン
バッジの着用

鹿児島県,鹿屋市,奄美市,姶良市
12月10日～12月16日　　4月1日～
3月31日(鹿屋市,姶良市)

・県庁各課にブルーリボン着用依頼　　配布枚数：625枚
・姶良市：課長級以上はバッジ,職員は，ブルーリボンが印
刷されたネームを使用

公用車への啓
発マグネット・

ステッカーの貼
付け

霧島市 4月1日～3月31日 霧島市公用車 啓発マグネットの貼付け

鹿屋市 12月10日 鹿屋市内
行政放送により北朝鮮人権侵害問題啓発週間について
広報

鹿児島県，鹿児島市，霧島市，天
城町

8月1日～8月31日（天城町）12月10
日～12月16日（県,鹿児島市,霧島
市）

県庁2階県民ホール，鹿児島市本
庁舎待合ロビー,霧島市庁舎

来庁者向けテレビにおいて，啓発アニメ｢めぐみ｣を放映
ケーブルテレビにで啓発アニメ｢めぐみ｣を放映（天城町）

鹿児島県 12月9日
職員向け電子掲示板において全職員に対し北朝鮮人権
侵害問題啓発週間について広報

鹿屋市,霧島市,姶良市

12月2日～12月15日,2月12日～2月
19日（鹿屋市）,12月10日～12月16
日（霧島市）,12月17日～12月28日
（姶良市）

鹿屋市庁舎,各支所,出張所,学習セ
ンター,鹿屋市社会福祉協議会，霧

島市庁舎，姶良市役所

・鹿屋市；署名活動と同時に実施し，(募金額：165,166円)｢
拉致被害者家族・特定失踪者家族を支援する会｣に引き
渡した。　　　　　　　　　　　　　　　　・霧島市,姶良市：署名
活動と同時に実施

拉致被害者家族・特定失踪者家族を支
援する会

姶良市 12月1日～12月17日 姶良公民館 啓発用のぼり旗の設置

宇検村 12月10日～12月16日 宇検村役場 来庁者にブルーリボンをかけてもらうようにツリーを設置

鹿児島県,奄美市
12月10日～12月16日（県）
12月1日～10日（奄美市）

県庁，奄美市役所
パネル展実施場所にブルーリボンを箱に入れて来庁者等
に自由に取ってもらうようにした。（奄美市はパネル展実
施なし）

鹿屋市 8月
県市長会及び大隅総合開発期成会における要望活動と
して，拉致問題解決を要望した。（関係省庁，国会議員，
鹿児島県知事あて）

その他

46 鹿児島県
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

沖縄県 通年 県ホームページ 県ホームページにおいて周知、啓発

那覇市 12月７日～12月11日 那覇市役所本庁舎
　「北朝鮮による日本人拉致問題に関するパネル」の掲示
及びＤＶＤ「アニメめぐみ」の上映

沖縄県

石垣市 12月10日～12月16日 石垣市庁舎 北朝鮮による拉致問題に関するパネルの展示

沖縄県 12月10日～12月16日 県庁舎内、県内商業施設
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及び県内
商業施設等へポスター配布、掲示依頼

　

宜野湾市、浦添市、名護市、沖縄
市、うるま市、大宜味村、本部
町、宜野座村、読谷村、嘉手納
町、北中城村、南風原町、粟国

村、渡名喜村、南大東村、伊平屋
村、多良間村、竹富町

12月10日～12月16日（宜野湾市、
本部町、南風原町、粟国村、渡名

喜村、竹富町）
12月15日～12月28日（南大東村）
12月３日～12月16日（宜野座村）
12月４日～12月11日（多良間村）

12月（沖縄市、うるま市、北中城村）
通年（浦添市、名護市、大宜味村、

読谷村、嘉手納町、伊平屋村）

各市町村庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 法務局、人権擁護委員

パネル・写真展
示

ＤＶＤ放映

啓発資料

沖縄県47



129 / 151 ページ

【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

札幌市 12月８日～
・テキストとポスター画像の掲載
・「国際シンポジウム」広報
・「拉致問題対策本部公式動画チャンネル」広報

　

啓発資料 札幌市 11月24日～12月16日
市役所本庁舎

区役所

・啓発週間ポスターの掲出
・「国際シンポジウム」広報チラシ配架・ポスターの掲出
・チラシ配架部数　99枚

札幌市 11月30日～12月13日
①ファイターズビジョン
②メガ・ビジョン ４プラ
③札幌PARCOビジョン

・テキストの掲出

札幌市 12月１日～16日 サッポロスマイル市政PRコーナー ・テキストとポスター画像の掲出

札幌市 11月21日～12月11日 札幌駅前通地下歩行空間 ・テキストとポスター画像の掲出

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

指1 札幌市



130 / 151 ページ

【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

仙台市 11月中旬～12月16日 仙台市ホームページ 仙台市公式ホームページにより広報を実施した。

署名活動 仙台市 8月17日～9月18日 仙台市役所
仙台市職員の拉致問題への関心と認識を深めるため、庁
内において署名活動を実施した。
　署名数：3,789筆

パネル・写真展
示

仙台市 12月10日～16日
仙台市役所１階
ギャラリーホール

拉致問題への関心と認識を深めることを目的として，写真
展を開催した。
　実施内容：パネル・写真の展示，啓発アニメ「めぐみ」の
放映，啓発ポスターの掲示，リーフレット配布，署名受付

①特定失踪者問題調査会
　・ポスター、チラシの提供
②北朝鮮に拉致されたすべての人を救
出する宮城の会（救う会宮城）
　・拉致問題取組事例の紹介
　・ポスターの提供

仙台市 11月中旬から順次配布 市内

①写真展開催チラシを作成・配布した。
　配付部数：1,500部
②法務局より送付された北朝鮮人権侵害問題啓発週間
ポスターを掲出・配布した。
　配布部数：100部

仙台市 11月下旬～12月16日 市内

法務局、宮城県より送付されたポスターを地下歩道広告
枠に掲出した。
　設置箇所：青葉通地下通路2か所
　　　　　　　  広瀬通地下通路2か所

広報誌 仙台市 12月1日、12月10日 市内

広報誌に記事を掲載することにより広報を実施した。
　・仙台市政だより（12/1）
　・河北新報折込紙「河北ウィークリー」（12/10）

掲示
列車、地下鉄、
バス中吊り広

告

仙台市
8月1日～31日

及び
12月1日～31日

市内

地下鉄車両内に広告ステッカーを掲出した。
　・地下鉄南北線：窓ガラスステッカー　84枚
　・地下鉄東西線：戸袋ステッカー　60枚

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

仙台市
12月5日

12月10日～16日
市内

拉致問題への関心と認識を深めるため、ラジオにより広
報を実施した。
　放送局：東北放送、Dateｆｍ、ラジオ3、エフエムたいは
く、ｆｍいずみ

掲示
自販機メッセー

ジボード
仙台市 12月10日～16日

市内10か所の
自動販売機

自動販売機メッセージボードにより広報を実施した。

啓発資料

指2 仙台市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

掲示
懸け垂れ幕等

仙台市 12月10日～16日 市役所本庁舎
市役所本庁舎東側に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の懸
垂幕を掲出した。

館内放送 仙台市 12月10日～16日
市役所本庁舎・北庁舎

上杉分庁舎

庁内放送による広報を実施した。
　午前1回、午後1回

その他 仙台市 12月10日～16日
・仙台城址伊達政宗公騎馬像

・仙台放送テレビ塔
拉致問題への関心と認識を深めるため、左記の施設にお
いて、拉致被害者救出のシンボルカラーであるブルーライ
トアップを実施した。

㈱仙台放送

指2 仙台市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

さいたま市 通年
市総務課窓口

市ホームページ

　・家族会や救う会が行っている署名活動をホームページ
で紹介し、署名用紙を窓口設置及びホームページに掲載
している。

・拉致被害者家族連絡会
・北朝鮮に拉致された日本人を救出す
るための全国協議会

パネル・写真展
示

さいたま市 12月10日～16日
さいたま市役所本庁舎

及び各区役所
　・広く同問題について関心と認識を深めるため、庁舎入
口等に看板、解説パネルを設置

広報誌 さいたま市 12月 さいたま市内
　・配布物　　「市報さいたま」（12月号）
　・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
　・配布数　　 約60万部

　

掲示
懸け垂れ幕等

さいたま市 11月中旬～12月16日
さいたま市役所本庁舎、
各区役所及び各図書館

　・同問題について関心と認識を深めるため、ポスターを
掲示

指3 さいたま市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

千葉市 通年 千葉市ホームページ
掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項　「拉致チャンネ
ル」へのリンク

　

啓発資料 千葉市 12月
千葉市役所庁舎
市内区役所庁舎

市内保健福祉センター

・国際シンポジウム開催ポスターの掲示及び配布
・チラシ配布部数　100枚

指4 千葉市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会
川崎市

川崎市教育委員会
11月

　川崎市立京町中学校及びインタ
ネット中継

　川崎市立京町中学校で実施している「道徳週間※」にお
いて、講演会を開催し、講演の模様をインターネット中継
【講師】横田拓也さん
※講演内容については、YouTubeで公開

【主催】
・川崎市、川崎市教育委員会
【共催】
・あさがおの会、川崎人権啓発活動地
域ネットワーク協議会

ｗｅｂ関連
ホームページ

川崎市 　通年

　川崎市には、拉致被害者の横田めぐみさんの御家族が
在住されており、川崎市では拉致問題の一日も早い解決
に向けて、また拉致問題を風化させないために、市が実
施する様々な取組について紹介している。

ｗｅｂ関連
Twitter

川崎市 講演会、写真展開催時前
　川崎市で主催する講演会及び写真展開催前の広報を
実施している。

ｗｅｂ関連
YouTube 川崎市 通年

　拉致被害者横田めぐみさんの御家族が本市に在住して
いることから、市民の皆様に拉致問題に関心を持ちつづ
けてもらうことを目的として、横田めぐみさんの御家族が
拉致問題解決に向けた支援を訴えるメッセージビデオを
YouTubeで発信している。
　京町中学校での横田拓也さんの講演の映像をYouTube
で発信している。

ｗｅｂ関連
Facebook

川崎市 講演会、写真展開催時前
　川崎市で主催する講演会及び写真展開催前の広報を
実施している。

パネル・写真展
示

DVD放映
（常時）

図書コーナー

川崎市 通年 川崎市平和館
拉致問題の一日も早い解決に向けて、市民に拉致問題に
ついて理解を深め、関心を持ち続けてもらうことを目的と
して、常設の啓発コーナーを設けている。

【協力】
・あさがおの会

指5 川崎市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

パネル・写真展
示

図書コーナー
川崎市

①7月4日～5日
②7月6日～8日
③7月10日～13日
④7月17日～21日
⑤7月23日
⑥7月24日～27日
⑦7月31日～8月3日
⑧8月5日～7日
⑨８月8日
⑩8月9日～12日
⑪10月24日、27日～30日
⑫11月16日～19日
⑬11月24日～27日
⑭12月7日～16日

①JR川崎駅北口自由通路
②川崎市役所第３庁舎

③麻生市民館
④中原市民館

⑤溝口駅南北自由通路
⑥高津市民館
⑦宮前市民館
⑧多摩区役所

⑨JR登戸駅南北自由通路
⑩ミューザ川崎

⑪王禅寺中央中学校
⑫市立川崎高校・定時制

⑬京町中学校
⑭幸区役所

【めぐみちゃんと家族のメッセージ～写真展】
・拉致被害者の横田めぐみさんの写真、川崎市の拉致被
害者家族支援の取組の展示
・その他拉致問題に関する資料や書籍の展示
・拉致問題啓発映像の上映

【協力】
・あさがおの会

啓発資料 川崎市 通年・随時実施
　川崎市役所本庁舎、川崎市平和

館、講演会、写真展会場等

・ポスターを市役所庁舎内に掲示
・政府 拉致問題対策本部が発行している冊子類及び本
市作成の拉致問題啓発に関するチラシを講演会、写真展
において配布

政府拉致問題対策本部

広報誌 川崎市 随時実施 講演会、写真展等の啓発事業について掲載している。

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

川崎市

①9月18日～24日
　10月2日～8日
　12月11日～17日
②12月10日～16日

①アゼリアビジョン
（川崎駅東西自由通路）

②ノクティビジョン
（溝の口駅ペデストリアンデッキ）

・拉致被害者横田めぐみさんの御家族が本市に在住して
いることから、御家族が拉致問題解決に向けた支援を訴
えるメッセージビデオを放映することで、市民の皆様に拉
致問題に関心を持ち続けてもらうことを目的としている。

【協力】
あさがおの会

川崎市 通年
川崎競輪場北門横仮囲い

・極大ポスター（縦約２ｍ×横約１３ｍ）×２部
　あさがおの会、神奈川県、川崎市の連携により、横田め
ぐみさんの父・滋さんが撮影した「めぐみさんと家族」の写
真等を基に作成したポスターを掲出し、拉致問題の一日
も早い解決に向けた啓発を行うもので、神奈川県と同様
に掲出することにより、より多くの方々へ拉致問題の解決
に向けた周知啓発を行っている。

あさがおの会
神奈川県

川崎市 通年 川崎市平和館
　拉致問題について市民に関心を持ち続けてもらうことを
目的として、平和館に拉致問題啓発用の懸垂幕等を掲出
している。

掲示
懸け垂れ幕等

指5 川崎市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

掲示
懸け垂れ幕等

川崎市
11月5日～11月20日、
12月11日～12月16日

・懸垂幕
幸、中原、高津、宮前、多摩、麻生

区役所
・バナースタンド

市役所第3庁舎、川崎区役所、大
師支所、田島支所

　拉致問題について市民に関心を持ち続けてもらうことを
目的として、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心とした
期間に市役所又は区役所に拉致問題啓発用の懸垂幕等
を掲出している。

ブルーリボン
バッジの着用

川崎市
通年・随時実施

（啓発週間を含む）
川崎市拉致被害者家族支援連絡会議等で職員に呼びか
け

図書コーナー 川崎市
通年・随時実施

（啓発週間を含む）
川崎市平和館
写真展会場

川崎市平和館の常設の啓発コーナーに、図書コーナーを
設けている。また、写真展の各会場内に、関連図書の
コーナーを設けている。

その他 川崎市
12月初旬
1月11日

拉致問題について新成人に関心を持ち続けてもらうことを
目的として、１２月初旬に成人式対象者に送付するパンフ
レットに啓発記事を掲載するとともに、成人の日を祝うつ
どい当日に、「あさがおの会」が作成したビデオをjダイジェ
スト（2分30秒）で上映している。

【協力】
・あさがおの会

指5 川崎市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会
パネル・写真展

示
街頭啓発活動

啓発資料

　横浜市
神奈川県

12月6日 新都市プラザ

・めぐみちゃんと家族のメッセージ～横田滋写真展
・神奈川県ゆかりの特定失踪者パネル展
・神奈川県知事のビデオメッセージ
・ＤＶＤ上映会
・啓発資料（リーフレット、ポケットティッシュ等）の配布
・参加者　約4,200人

・川崎市
・相模原市
・北朝鮮に拉致された日本人を救う神
奈川県議会有志の会

ｗｅｂ関連
ホームページ

　横浜市 通年 横浜市人権課ウェブサイト ・啓発週間の周知，市の取組の紹介

掲示
電光掲示板・動

画広告モニ
ター

　横浜市 12月10日～12月16日　 市営地下鉄車内
・拉致問題に関する啓発
・市営地下鉄車内に設置された情報装置（６編成×３６箇
所＝２１６箇所）を使用し広告を表示

　

指6 　横浜市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

相模原市 常時 相模原市ホームページ
・市ホームページに掲載・啓発
・拉致問題対策本部ホームページ、警察庁ホームページ
へリンク。

相模原人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会

11月3日
相模原ギオンスタジアム

（相模原市内）

・市内ホームタウンチームの試合会場にて人権啓発活動
の一環で作成した卓上カレンダー（「北朝鮮当局による拉
致問題への理解を深めよう」との標語掲載）を市民に配布
・配布部数１４００部

・ＳＣ相模原

相模原人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会

11月14日
相模原ギオンスタジアム

（相模原市内）

・市内ホームタウンチームの試合会場にて人権啓発活動
の一環で作成した卓上カレンダー（「北朝鮮当局による拉
致問題への理解を深めよう」との標語掲載）を市民に配布
・配布部数５００部

・ﾉｼﾞﾏｽﾃﾗ神奈川相模原

相模原人権啓発活動地域ネット
ワーク協議会

　9月26日～10月5日
10月6日～10月13日
10月15日～10月21日

シティ・プラザはしもと
南区合同庁舎
あじさい会館
（相模原市内）

・人権パネル展（相模原人権啓発活動地域ネットワーク協
議会主催）に合わせて、横田めぐみさんのご両親のメッ
セージパネル等を展示及びチラシ配布
・配布部数５０部

相模原市 12月10日～12月16日
あじさい会館
（相模原市内）

・パネル展を開催及びチラシ等の配布
・横田めぐみさんのご両親のメッセージパネル及び神奈川
県関連特定失踪者パネル等を展示
・チラシ配布部数５０枚
・パンフレット配布部数５０部

広報誌 相模原市 12月 相模原市内

・市広報紙に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の期間及び
パネル展の開催を掲載
・配布物　 広報さがみはら
　　　　　　　12月1日号
・配布数　189,150部

パネル・写真展
示

啓発資料

街頭啓発活動

指7 相模原市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会
新潟市
新潟県

新潟日報
11月15日

新潟市民芸術文化会館
劇場

忘れるな拉致　県民集会
講演，署名活動，スライド上映、拉致問題のパネル展

救う会新潟

DVD上映会
新潟市
新潟県

12月13日
新潟市立中央図書館

多目的ホール
「映画めぐみ－引き裂かれた家族の30年－」を上映。
来場者　約40名

ｗｅｂ関連
ホームページ

新潟市 7月5日 新潟市ホームページ
横田滋さんの逝去を踏まえ、拉致問題解決に向けた市民
への市長メッセージを掲載

新潟県
新潟市

6月9日～12月17日 各区役所　他
広く拉致問題についての関心と認識を深めるため市内8
区で写真パネル展を開催

県（共催）

新潟市
新潟県

12月13日
新潟市立中央図書館

多目的ホール
めぐみ上映会の会場前などにパネルを設置

新潟市
新潟県

12月19,20日
新潟日報社

メディアシップ1階
北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせた拉致問題のパ
ネル展及び署名活動

新潟日報社、救う会新潟

新潟市 2月10日～3月10日
新潟市巻地区公民館

1階ロビー
広く拉致問題についての関心と認識を深めるための写真
パネルを展示

県

新潟市 通年 新潟市役所（分館）
「市民の願い　横田めぐみさん　大澤孝司さんたちの北朝
鮮拉致事件の全容解明と全面解決を」横断幕を市庁舎に
設置し、市民等に働きかける。

新潟市 通年 新潟市西蒲区役所
「北朝鮮による拉致疑惑の「大澤孝司さん」の究明・救出
にご支援を」横断幕を庁舎に設置し、市民等に働きかけ
る。

新潟市
7月1日～7月21日

11月19日～12月16日
2月1日～2月26日

新潟市役所（本館）
「北朝鮮による拉致事件の全容解明と全面解決を訴える」
懸垂幕を市庁舎に設置し、市民等に働きかける。

新潟市 通年 新潟市役所、各区役所　他
北朝鮮による拉致被害者の皆さんを取り戻す強い決意を
発信するため、市職員に向けてプルーリボンを周知し、積
極的な着用の協力を呼び掛ける。

新潟市 11月1日～11月29日 新潟市役所、各区役所　他
北朝鮮による拉致被害者の皆さんを取り戻す強い決意を
発信するため、ブルーリボンをデザインした職員名札を着
用。

ブルーリボン
バッジの着用

パネル・写真展
示

掲示
懸け垂れ幕等

指8 新潟市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

指9 静岡市

啓発資料 静岡市 12月10日～12月16日　 市区庁舎他
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・政府主催国際シンポジウムポスター掲示及びチラシの
配布（チラシ配布部数　100枚）
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

浜松市 通年 市ホームページ
・拉致問題の啓発
・拉致の可能性がある本市出身者に関する情報提供依頼

ｗｅｂ関連
YouTube 浜松市 通年 市ホームページからリンク ・拉致問題対策本部公式チャンネル

啓発資料 浜松市 通年 浜松市庁舎、区役所庁舎等 ・拉致問題ポスターの掲示 　

指10 浜松市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会

名古屋市
愛知県

内閣官房拉致問題対策本部事務
局

12月5日 鯱城ホール
・国・愛知県と共催で、北朝鮮拉致問題啓発映画「めぐ
みー引き裂かれた家族の30年」の上映会を実施

　

DVD上映会 名古屋市
6月7日、7月31日、9月22日、11月

23日、2月13日
なごや人権啓発センター

・啓発内容　子ども向け人権イベントにおいてDVD（めぐ
み）を放映。
・実施主体　名古屋市

ｗｅｂ関連
ホームページ

名古屋市 通年 市公式ウェブサイト ・啓発内容　啓発週間の趣旨，啓発事項 　

名古屋市
１０月～

　　　　　　翌年1月
なごや人権啓発センター

・啓発内容　なごや人権啓発センター展示室にパネルを
設置

　

名古屋市 通年 なごや人権啓発センター
・啓発内容　なごや人権啓発センター外側壁面にパネル
を設置

　

名古屋市 12月1日～12月6日 なごや人権啓発センター
・北朝鮮拉致問題啓発映画「めぐみー引き裂かれた家族
の30年」上映会にあわせて、なごや人権啓発センター多
目的室にてパネル展を開催

特定失踪者問題調査会

名古屋市 12月 名古屋市
・人権イベントにおいて啓発週間ポスター掲示等による広
報を実施。

　

名古屋市 12月上旬～ 名古屋市内施設等
・法務省より送付される「北朝鮮人権侵害問題啓発週間
用ポスター」を市庁舎内及び市内市民利用施設に掲示

　

名古屋市 通年 名古屋市立学校
・市立小・中・高・特別支援学校において、法務省作成「拉
致問題啓発ポスター」の掲出等を実施
・実施主体　名古屋市

図書コーナー 名古屋市 通年 なごや人権啓発センター
・啓発内容　拉致問題に関する図書やＤＶＤの閲覧・視
聴・貸出

　

その他 名古屋市 通年 なごや人権啓発センター
・啓発内容　なごや人権啓発センター展示室のＰＣ（タッチ
パネル）にて啓発

　

パネル・写真展
示

啓発資料

指11 名古屋市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
Twitter

Facebook
京都市 12月

京都市共生社会推進室
フェイスブックページ

ツイッター

　京都市共生社会推進室公式フェイスブックページ及びツ
イッターにおいて，啓発週間の周知コメントを投稿した。

京都市 12月10日～12月16日 市役所，区役所・支所等
　多くの市民が来庁する区役所・支所及び文化会館等に
おいて，啓発週間ポスターを掲示した。
・掲示した部数　72部

京都市 11月 京都市立学校

　法務省作成の啓発週間ポスターを配布し，掲示依頼を
した。
※（依頼先）京都市立小・中・小中・高・総合支援学校　２４
３校

京都市教育委員会

広報誌 京都市 11月17日 京都市内

・実施主体　京都市
・配布物　　 人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」（１２月
号）
・配布数　　 １５，５００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

　

啓発資料

指12 京都市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

DVD上映会 大阪市 12月10日～12月16日 ・大阪市役所
・映画上映「アニメめぐみ」「拉致被害者御家族ビデオメッ
セージ」

ｗｅｂ関連
ホームページ

大阪市 通年 ・大阪市ホームページ ・拉致問題の趣旨、啓発事項を掲載

パネル・写真展
示

大阪市 12月10日～12月16日 ・大阪市役所 ・拉致問題啓発パネルの掲示

大阪市 12月10日～12月16日

・24区役所
・市内小中学校

・各施設
計565か所

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知用ポスター掲出

大阪府曽根崎警察署 12月10日 ・大阪府警察コミュニティープラザ ・拉致問題啓発キャンペーンとして、啓発チラシの設置 大阪府、大阪市

館内放送 大阪市 12月10日～12月16日 ・大阪市役所
・市役所庁舎内において「北朝鮮人権侵害問題啓発週
間」にかかるアナウンスを実施

ブルーリボン
バッジの着用

大阪市 12月10日～12月16日 ・大阪市役所
・着用者：市長、副市長、市民局長、市民局理事、ダイ
バーシティ推進室長、関係職員等

その他 大阪市
12月10日～12月16日

※期間は場所により異なる

・大阪市役所
・大阪府咲洲庁舎

・万博記念公園・太陽の塔
・ピースおおさか

・府立中之島図書館　他

・大阪府との共催により、府内施設においてブルーのライ
トアップを実施

啓発資料

指13 大阪市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

Twitter
YouTube
Facebook

堺市 12月10日～12月16日
市ホームページ及びSNS（Twitter・

Facebook・LINE）

・広報誌「広報さかい」に合わせて週間啓発記事を市ホー
ムページに掲載するとともにSNSにも掲載
・拉致問題対策本部公式動画チャンネルのリンクを市
ホームページに掲載

パネル・写真展
示

堺市 12月10日～12月16日

市役所本庁舎及び
各区役所

１階エントランスホール
（玄関ホール）

・北朝鮮による拉致問題を考える写真展の開催（「北朝鮮
に拉致された日本人を救出する堺の会」所蔵の写真を展
示）

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
堺の会

DVD放映
（常時）

堺市 12月10日～12月16日

市役所本庁舎及び
各区役所

１階エントランスホール
（玄関ホール）

・上記「北朝鮮による拉致問題を考える写真展」において
アニメ「めぐみ」のDVD放映

堺市 12月10日～12月16日

市役所本庁舎及び
各区役所

１階エントランスホール
（玄関ホール）

・上記「北朝鮮による拉致問題を考える写真展」において
啓発リーフレットの配布

堺市 12月10日～12月16日
市役所本庁舎、

各区役所、
市施設

・上記「北朝鮮による拉致問題を考える写真展」において
北朝鮮人権侵害問題に関するメッセージを記載したポス
ターの掲示、のぼりの掲出
・掲示板へのポスターの掲出（市役所本庁舎、各区役所、
市施設）
・デジタルサイネージやＥＶインフォメーションへの表示（市
役所本庁舎）
・電子掲示板への表示（市役所本庁舎、人権ふれあいセ
ンター）
・懸垂幕の掲出（市役所本庁舎及び各区役所、鳳保健文
化センター、人権ふれあいセンター）

堺市 11月27日～12月10日 市道大小路筋
・北朝鮮当局による人権侵害問題を含む人権啓発のため
の吊幕を掲出（市道大小路筋沿いの街路灯）

広報誌 堺市 11月末 市内全戸
広報誌「広報さかい」に週間啓発記事を掲載し、市内全戸
に配布
・配布数　　約400,000部

館内放送 堺市 12月10日～12月16日 市役所本庁舎及び市施設
・市役所本庁舎及び人権ふれあいセンターにて館内放送
を実施

啓発資料

指14 堺市　
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

神戸市
①12月
②通年

神戸市ホームページ

①掲載内容　啓発週間の趣旨、パネル展の案内
②掲載内容　拉致問題に関する取組、拉致問題対策本部
ホームページ、拉致問題対策本部のYouTubeチャンネル
へのリンク設定

パネル・写真展
示

神戸市 12月10日～12月16日
神戸市立青少年会館

勤労会館
花時計ギャラリー

・北朝鮮人権侵害問題パネル展の開催 　

広報誌 神戸市 12月 ― 
・配布物　広報紙KOBE（12月号）
・配布数　84万部
・掲載内容　啓発週間周知、パネル展の開催

指15 神戸市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

指16 岡山市　

啓発資料 岡山市 １２月～３月 本庁舎総合案内など
　人権手帳に強調事項の一つとして「北朝鮮当局による人
権侵害問題に対する認識を深めよう」を掲載

　



148 / 151 ページ

【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

広島市 11月12日～11月30日
広島市

東地域交流センター
・パネル展示、ポスターの展示、パンフレットの配布

広島市 12月4日～12月17日
広島市

西地域交流センター
・パネル展示、ポスターの展示、パンフレットの配布

広島県人権啓発活動ネットワーク
協議会

12月4日～12月5日 広島市総合福祉センター ・パネル展示、ポスターの展示、パンフレットの配布

広島県人権啓発活動ネットワーク協議
会（広島法務局、広島県人権擁護委員
連合会、広島県、広島市、広島県社会
福祉協議会、広島市社会福祉協議会）

広報誌 広島市 12月1日 広島市内

・ひろしま市民と市政（12月1日号）への啓発週間の趣旨、
啓発事項の掲載
・実施主体　広島市
・配布数　約42万部

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

広島市 11月21日 中国新聞

・12月4日、5日に開催のヒューマンフェスタひろしまの啓発
記事の中で「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知記事
を掲載
・配布数　約29万部

パネル・写真展
示

広島市指17
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

北九州市 常時 北九州市ホームページ
人権侵害問題に関する啓発関連記事をホームページに
掲載

パネル・写真展
示

北九州市 9月24日～10月7日 コムシティ３階　マーメイド広場
北朝鮮人権侵害問題問題啓発パネル展と題し拉致被害
者の写真や経緯を説明したパネル展示

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
福岡の会

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

北九州市 11月5日、12月6日 CROSS　FM
人権ラジオ番組「明日への伝言板」で「ブルーリボンに祈
りを込めて 」と題したシナリオを放送

ブルーリボン
バッジの着用

北九州市 常時
担当者の常時のブルーリボン着用のほか、イベント時に
啓発活動の一環として配布

北朝鮮に拉致された日本人を救出する
福岡の会

図書コーナー 北九州市 常時
北九州市人権推進センター内人権

ライブラリー
ライブラリー内で北朝鮮問題に関する資料を貸出しまたは
配布

北九州市人権問題啓発推進協議会

指18 北九州市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

講演会・集会 福岡市 11月21日 早良市民センターホール
・講師　横田　拓也氏
・演題　北朝鮮よ、姉を帰せ！
・参加人数　約240人

後援　福岡県、福岡法務局、福岡県人
権擁護委員連合会

ｗｅｂ関連
ホームページ

福岡市 11月～1月 福岡市ホームページ ・講演会や映画上映会案内、啓発週間の周知

ｗｅｂ関連
YouTube 福岡市 12月～

YouTube
福岡チャンネル

・横田　拓也氏　講演動画を掲載

パネル・写真展
示

福岡市
　6月23日～6月29日

12月10日～15日
福岡市役所１階 ・パネル展示 内閣官房拉致問題対策本部

DVD放映
（常時）

福岡市
　6月23日～6月29日

12月10日～15日
福岡市役所１階

・上記パネル展示と併せ、ご家族メッセージ及びアニメ「め
ぐみ」DVDを放映

内閣官房拉致問題対策本部

啓発資料 福岡市 11月～12月
福岡市役所、区役所、

公民館、市立中学校・高等学校・特
別支援学校等

・啓発週間ポスター（法務省作成）を掲示

福岡市
12月10日、1月13日、

2月10日
県内

福岡市人権啓発ラジオ番組「こころのオルゴール」でシナ
リオ「拉致問題を忘れない」を放送（5分番組）
・放送時間帯
CROSS FM　7：52～ 7：57／21：15～21：20
FM福岡       22：55～23：00
・回数　3回
・放送局　CROSS FM，FM福岡
・内容　拉致問題啓発シナリオ「埒問題を忘れない」を放
送
・実施主体　福岡市

福岡市 12月10日～12月16日 県内

人権啓発テレビスポットＣＭの最後に週間の告知カットを
放送
・実施主体　福岡県・福岡市・北九州市
・回数　122回
・放送局　RKB毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本、
福岡放送、TVQ九州放送
・内容　啓発週間の周知

福岡県、北九州市

掲示
懸け垂れ幕等

福岡市 12月10日～16日 福岡市役所 ・横断幕を掲示し、啓発週間を周知

ブルーリボン
バッジの着用

福岡市 12月10日～16日 福岡市役所 ・職員にブルーリボン及び啓発週間用名札の着用を奨励

掲示
新聞、テレビ、
ケーブルテレ

ビ、ラジオ

指19 福岡市
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【都道府県・ 指定都市】令和２年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

実 施 主 体 時　期 場　所　 連携協力先
番　号 都道府県

指定都市 実 施 事 業 具体的な内容　

ｗｅｂ関連
ホームページ

熊本市 通年 ・分野別人権問題の1つとして拉致問題の記事を掲載

啓発資料 熊本市 通年
・人権啓発ブック「みんな幸せになりたい」への掲載
・熊本市関係機関へ配布 700部

広報誌 熊本市 12月 　
・市政だよりへの啓発記事掲載
・熊本市内全戸配布

　

指20 熊本市
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