
【都道府県・ 政令指定都市】

都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

DVD上映会・講演会 平成29年7月21日
チ・カ・ホ札幌駅前地下広

場
（札幌市中央区）

「拉致問題を考える道民集会」を開催し、啓発映画の上映、主催者によ
る挨拶、特定失踪者ご家族の紹介、拉致被害者関係者等による講演を
実施。

内閣官房拉致問題対策本部、札幌市総務局国
際部、北朝鮮に拉致された日本人を救出する
北海道の会

パネル・写真展示
平成29年12月14日

～
12月15日

北海道本庁舎
（札幌市中央区）

北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、拉致問題に係るパネル展
示を実施。また、啓発パンフレットの配布、署名集め、啓発ＤＶＤ上映も
併せて実施。

北朝鮮に拉致された日本人を救出する北海道
の会

　パネルの展示
平成29年12月4日～

12月8日
雄武町 町民センターにおいて拉致被害者の方々に関するパネルの展示。

内閣官房拉致問題対策本部、札幌市総務局国
際部、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 平成30年3月～ 北海道内
北海道が啓発パンフレットを７，０００部作成し、北海道（総合出先機関も
含む）・札幌市（区役所も含む）の庁舎で配布。またイベント等においても
配布。

街頭啓発活動 12月10日 イオンモール下田
・法務省作成チラシの配布
・実施主体　おいらせ町人権擁護委員会
・配布部数　５００部

青森県人権啓発活動ネットワーク協議会
青森地方法務局

通年 青森県庁舎
・政府拉致問題対策本部作成ポスターの掲示
・実施主体　青森県

　

通年 黒石市役所庁舎内
・政府拉致問題対策本部作成ポスターの掲示
・実施主体　黒石市

11月～12月
青森県庁舎及び県内市町

村庁舎等
・啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　青森県及び県内市町村等

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

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

12月11日 県内

・ラジオによる啓発週間の周知
・実施主体　青森県
・放送時間帯　7:30～7:35
・放送局　RABラジオ

啓発資料
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平成２９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

北海道

青森県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月10日～16日 岩手県庁県民室

広く問題について、関心と認識を深めるため、DVDを放映し周知を図る。
〈DVD〉
①拉致～許されざる行為～
②アニメ「めぐみ」
③拉致　私たちは何故、気づかなかったのか！

　

1２月

・釜石市役所
・釜石地区生活応援センター
・小佐野地区生活応援センター
・鵜住居地区生活応援センター
・栗橋地区映発応援センター
・シープラザ釜石

・実施主体　釜石市
・ＤＶＤアニメ「めぐみ」上映
・午前午後各１回ずつ
※シープラザ釜石は12月15日（金）のみ

啓発資料 通年 県内
同問題について、広く関心と認識を深めるため、啓発ポスターを掲出す
る。
・実施主体　岩手県及び県内市町村

12月10日～16日 一関市ホームページ

広く同問題についての関心と認識を深めるため、市ホームページに同週
間の趣旨、啓発事項を掲載する。
・実施主体：一関市
・媒体：ホームページ

12月 釜石市ホームページ

広く同問題についての関心と認識を深めるため、市ホームページに同週
間の趣旨、啓発事項を掲載する
・実施主体　釜石市
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

通年 滝沢市ホームページ
広く同問題についての関心と認識を深めるため、市ホームページに同週
間の趣旨、啓発事項を掲載する。
・実施主体　滝沢市

11月上旬～12月16
日

洋野町ホームページ
・実施主体　洋野町
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 釜石市内

・実施主体　釜石市
・配布物　　 広報誌「広報かまいし」
　　　　　　　（１2月1日号）
・配布数　　 19,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 大船渡市内

・実施主体　大船渡市
・配付物 　　広報おおふなと（12月上旬号）
・配付数　　 15,800部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

岩手県

ホームページ

DVD放映

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月22日発行 奥州市

広く同問題についての関心と認識を深めるため、広報誌を媒体とする周
知・広報を実施する。
・実施主体　奥州市
・配付物　　 自治体広報誌「広報おうしゅう」
・配付数　　 約45,600部

12月1日号 滝沢市

広く同問題についての関心と認識を深めるため、広報誌を媒体とする周
知・広報を実施する。
・実施主体　滝沢市
・配付物　　 自治体広報誌「広報たきざわ」
・配付数 　　約21,220部

12月号 葛巻町内

・実施主体　葛巻町
・配付物　　 広報誌「くずまき」（12月号）
・配付数 　　3,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

1２月 平泉町

・実施主体　平泉町
・配付物　　 「広報ひらいずみ」（12月号）
・配付数 　　2,700部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

1２月 大槌町

同問題に関する認識を深めるため、広報誌を媒体とする周知を実施す
る。
・実施主体　大槌町
・配付数　　 約5,000部

演劇公演・コンサート（PV
含む）

12月21日 多賀城市文化センター
・拉致問題啓発演劇「めぐみへの誓い－奪還－」を開催
・参加者数　約900人
・実施主体　政府拉致問題対策本部，宮城県，多賀城市

・宮城県議会拉致議員連盟
・多賀城市
・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
12月11日～12月15

日
宮城県庁舎

・拉致問題啓発パネルを県庁舎１階に展示
・実施主体　宮城県

・北朝鮮に拉致されたすべての人を救出する宮
城の会

6月14日～7月31日
11月17日～12月16

日
大和町役場庁舎

・北朝鮮人権侵害問題に関する啓発ポスターの掲示
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　大和町

12月10日～2月28日
南三陸町役場
歌津総合支所

総合ケアセンター南三陸

・宮城県拉致被害者問題啓発ポスターの掲示
・実施主体　南三陸町
・掲示数　３ヶ所

　

12月 県内
・啓発封筒を作成し，舞台劇公演時等に配布
・実施主体　宮城県
・作成部数　1,500枚

ホームページ 12月 宮城県ホームページ
・舞台劇公演の周知・報告，啓発週間の周知
・実施主体　宮城県

・政府拉致問題対策本部

岩手県

広報誌

啓発資料
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宮城県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

演劇公演・コンサート（Ｐ
Ｖ含む）

11月22日 横手市民会館　ホール

・ミニコンサート「空と海の向こう」、舞台劇「めぐみへの誓い－奪還－」、
パネル展示、署名活動
・実施主体：政府拉致問題対策本部、秋田県、横手市
・参加人数：約７５０人

　

署名活動 12月10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
・実施主体：秋田県、秋田県議会拉致問題解決促進議員連盟、北朝鮮
に拉致された日本人を救出する秋田の会
・署名数：２２２筆、チラシ６００枚配布

パネル・写真展示 １２月１１日～１２月１５日 秋田県庁舎
・啓発パネルを展示し、県民への周知と啓発
・実施主体：秋田県

北朝鮮に拉致された日本人を救出する秋田の
会

啓発資料 通年
秋田県庁舎

県内全市町村庁舎
学校（小中高）

・県内特定失踪者問題啓発ポスターの掲示
・実施主体：秋田県
・配布部数：７３０枚

北朝鮮に拉致された日本人を救出する秋田の
会

ホームページ 通年
秋田県

北秋田市

・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事案につ
いての情報提供をＨＰに掲載
・実施主体：秋田県、北秋田市

電光掲示板・動画広告モ
ニター

１１月～１２月 湯沢市庁舎
・デジタルサイネージを利用して拉致問題の周知と啓発
・実施主体：湯沢市

①　12月　6日
②　12月11日

①　イオンモール天童
②　イオンモール三川

啓発チラシ・グッズの配布
実施主体　山形県、山形県警察本部

　

①　12月11日
②　12月13日

①　山形駅東西自由通路
②　酒田駅構内

啓発グッズ（ポケットティッシュ）を配布
実施主体　山形県、山形県警察本部
配布部数　各600個

啓発資料 12月5日～15日 県内

啓発ポスター掲出とチラシの配布実施
実施主体　山形県、山形県警察本部
ポスター　44枚
チラシ　2540枚

ＤＶＤ放映（常時） 12月11日～15日 山形県庁、山形警察署
山形県庁及び山形警察署のロビーで啓発ＤＶＤを上映
実施主体　山形県、山形県警察本部

ホームページ 12月～3月 山形県ホームページ
県及び山形県警察のホームページにおいて、北朝鮮人権侵害問題啓発
週間の主旨、啓発事項を周知・広報
実施主体　山形県、山形県警察本部

広報誌 12月 村山市、東根市
市報において、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の主旨、啓発事項を周
知・広報
実施主体　村山市、山形県警察本部

電光掲示板・動画広告モ
ニター

12月10日～16日 山形警察署、米沢警察署
敷地内電光掲示板で北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知・広報
実施主体　山形県警察本部
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街頭啓発活動
啓発資料

秋田県

山形県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年 福島県庁舎
年間を通じて啓発ポスターを掲出
・実施主体　福島県

11月4日 コラッセふくしま

人権・ユニバーサルデザイン啓発イベントにおいて、様々な人権問題に関する啓発冊子を
配布
・実施主体　福島県及び福島法務局
・配布部数　150部

福島地方法務局、福島県人権擁護委員連合
会、福島県人権啓発活動ネットワーク協議会

ホームページ 12月4日 福島県ホームページ
北朝鮮人権問題啓発週間について周知
・実施主体　福島県

その他 12月7日 福島県公式Twitter
北朝鮮人権問題啓発週間について周知
・実施主体　福島県

講演会・集会 7月23日 常陽芸文センター
国，開催市と共催で，「地方版「拉致問題を考える国民の集い」を開催し
た。

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，パネル，ポスター及び
冊子を県庁内２階県民コーナーに展示。

12月3日 人権週間記念フェスタ会場
広く同問題についての関心と認識を深めるため，拉致に関するパネル，
ポスターを会場内に掲示した。

１１月～１２月
県庁舎内及び市町村庁舎
内

広く同問題についての関心と認識を深めるため，法務省の作成した啓発
週間ポスターの掲示及びチラシを設置した。

２月～３月
県生涯学習センター及び市
町村

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市町村等への配布及び県生涯学習センターで
の巡回展示の実施。

ホームページによる周
知・広報

１１月～１２月 水戸市ホームページ
広く同問題についての関心と認識を深めるため，ホームページに啓発週
間の趣旨，啓発事項を掲載した。

広報誌による周知・広報 １２月 県又は各市町村
広く同問題についての関心と認識を深めるため，県，市町村広報誌に同
週間の趣旨，啓発事項を掲載した。

新聞による周知・広報 12月４日 県内
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。

読売，茨城新聞

ラジオによる周知 12月１日～12月１０日 県内
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
権課題とともにラジオ放送を行った。

(株)茨城放送

7 福島県

茨城県

パネル及び冊子の展示

啓発資料による周知・広
報

啓発資料
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

講演会・集会 12月10日 足利市民プラザ

・ひとtoひとのフォーラム足利２０１７
・フォーラムの一部として北朝鮮拉致被害者　蓮池薫氏による講演会を
実施
・実施主体
足利市

主催：足利市、足利市教育委員会、足利人権擁護委員協議
会足利部会、足利市人権教育推進本部、ひとtoひとの
フォーラム足利２０１７実行委員会、足利人権啓発活動地域
ネットワーク協議会

6月17日 栃木県庁
・「県民の日」イベントの展示ブースにおけるＤＶＤ上映、ポスター掲示、
啓発資料配付
・実施主体　栃木県

　

11月11日
とちぎ福祉プラザ

栃木県障害者スポーツセン
ター

・「ヒューマンフェスタとちぎ２０１７」におけるＤＶＤ上映、ポスター掲示、啓
発資料配付
・実施主体　栃木県
・参加人員　5,000人

主催：栃木県、栃木県教育委員会、栃木県人権教育・啓発
推進県民会議、宇都宮地方法務局、栃木県人権擁護委員
連合会、栃木県人権啓発活動ネットワーク協議会　後援：
(公財)人権教育啓発推進センター、下野新聞社、とちぎテレ
ビ、エフエム栃木

12月2日～12月３日
鹿沼総合体育館
フォレストアリーナ

・プロバスケットボール試合会場におけるポスター掲示、啓発資料配付
・実施主体　栃木県

・リンク栃木ブレックス
・宇都宮地方法務局
・栃木県人権擁護委員連合会

12月1日～12月15日 栃木県庁15階展望ロビー
・展示ブースにおけるＤＶＤ上映、ポスター掲示、啓発資料配付
・実施主体　栃木県

12月10日 足利市民プラザ
・ひとtoひとのフォーラム足利２０１７において「北朝鮮当局による人権侵
害問題」に関するパネルの展示
・実施主体　足利市

通年 栃木県庁舎内
・県庁舎内に啓発ポスターを掲示
・実施主体　栃木県

12月

宇都宮市役所本庁舎，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，市

民活動センター，図書館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの提示
・実施主体　宇都宮市

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

11月13日～12月16日 上三川町役場内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　上三川町

12月1日～12月31日 日光市庁舎内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　日光市

12月1日～12月27日 下野市庁舎内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　下野市

8月～３月
佐野市内学校、大型店舗

等

・人権啓発リーフレット「HUMAN　RIGHTS」の作成・配布
・実施主体　佐野市、佐野市教育委員会
・作成部数　9,200枚

9

街頭啓発活動

パネル・写真展示

啓発資料

栃木県
6



都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月27日～12月18日 栃木市庁舎内
・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
・実施主体　栃木市

4月1日～3月31日 野木町役場内
・ポスターの掲示
・実施主体　野木町

年間を通して随時 茂木町役場庁舎内
・役場1階ロビーへのパンフレット・リーフレットの設置
・ポスターの掲示
・実施主体　茂木町

12月1日～12月16日 芳賀町役場内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　芳賀町

4月1日～3月31日 那須塩原市本庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　那須塩原市

12月10日～12月16日 栃木県ホームページ
・県ホームページにおける啓発週間の周知
・実施主体　栃木県

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のため、関連リンク（法務省や政府
拉致問題対策本部ホームページ等）を掲載
・実施主体　下野市

通年 栃木市ホームページ
・ホームページを利用した周知啓発
・実施主体　栃木市

12月 栃木県内
・広報誌「とちぎ県民だより」新聞折り込み、配布（県ＨＰにweb版掲載）
・実施主体　栃木県
･発行部数　627,800部

１１月 足利市内
・市広報紙「あしかがみ」において、ひとtoひとのフォーラム足利２０１７の
実施案内を掲載
・実施主体　足利市

12月 足利市内
・人権推進広報紙「おもいやり」において、様々な人権課題として「北朝鮮
当局による人権侵害問題」を記載
・実施主体　足利市

12月 小山市内
・広報小山12月号に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の記事を掲載
・実施主体　小山市

9

広報誌

啓発資料

ホームページ

栃木県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

電光掲示板・動画広告モニ
ター

12月1日～12月16日 栃木県庁本庁舎エレベータ
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の告知
・実施主体　栃木県

12月10日～12月16日 栃木県庁舎内
・県の全所属へ拉致問題に関する啓発文書を送付し、希望する職員へ
ブルーリボンを配布
・実施主体　栃木県

12月10日 足利市民プラザ
・ひとtoひとのフォーラム足利２０１７開催中に着用
・実施主体　足利市

11月11日 川場村文化会館(川場村）

 ・拉致問題講演会を開催した。
　〔講師〕 荒木和博さん
 （ＤＶＤ「私たちは何故、気付かなかったのか！」上映）
・実施主体　群馬県，沼田市，片品村，川場村，昭和村，みなかみ町
 ・参加人員　 約２４０名

北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟，「救う会・
群馬」

12月10日 群馬音楽ホール(高崎市)

 ・拉致問題講演会を開催した。
　〔講師〕 松木信宏さん
　〔演題〕皆さんと考える拉致問題、人権問題
 ・コンサート：市内小学校金管バンド、陸上自衛隊音楽隊
 ・実施主体　群馬県
 ・参加人員　 約８００名

人権擁護委員連合会(全国・関東・群馬県)、法
務局、前橋地方法務局

パネル・写真展示
署名活動

１２月１２日～１２月１８日 群馬県庁
・「北朝鮮人権侵害啓発週間パネル展」を開催
・実施主体　群馬県
・来場者数　約１，３００名

北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟、｢救う会･
群馬」

１２月１日～１２月１４日 前橋プラザ元気２１

・北朝鮮人権侵害問題パネル展の開催
　〔展示内容〕拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する
パネルの展示、世界人権宣言パネル等の展示
・実施主体　前橋市

前橋市教育委員会

１２月１０日～１２月２０日
前橋市役所

１階市民ロビー

・横田早紀江さんの短歌や「救う会・群馬」とやり取りした手紙、著書、そ
の他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する資料やポスターの展示
と、「救う会・群馬」による募金箱及び前橋警察署による啓発ビラの設置
・実施主体　前橋市

「救う会・群馬」、前橋警察署

１月５日～１月１２日 高崎市庁舎１階ロビー
・北朝鮮による人権侵害問題について関心と認識を深めるため、パネル
展を開催した。
・実施主体　高崎市

１１月３０日～１２月７
日

伊勢崎市役所東館１階
市民ホール

・展示内容　北朝鮮人権侵害問題に係る啓発パネル（人権諸問題に係る
パネル展示の一部として）
・実施主体　伊勢崎市

伊勢崎市教育委員会

9
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講演会・集会

群馬県

パネル・写真展示

ブルーリボンバッジの着用

栃木県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１１月～１２月 　県内市役所等
・啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを配布した。
・実施主体　群馬県及び県内市町村

　

１２月 太田市内
・卓上カレンダー（太田市作成）を配布する。
・実施主体　太田市
・配布部数　1,500部

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

通年 高崎市ホームページ
・北朝鮮による人権侵害問題について理解を深めるため、市ホームペー
ジに啓発週間の趣旨や前年度実施のパネル展の様子を掲載。
・実施主体　高崎市

１２月 嬬恋村内 
・広報つまごい（１２月号）の発行〔啓発週間の趣旨，啓発事項〕
・実施主体　嬬恋村
・配布数　　 ３，４４０部

１２月 川場村内　他 
・広報誌「かわば」（１２月号）の発行〔啓発週間の趣旨，啓発事項〕
・実施主体　川場村
・配布数　　 約１，３００部

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

１１月～１２月 県内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間及び啓発事業に関する周知，広報
・実施主体　群馬県

電光掲示板・動画広告モ
ニター

１２月１１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広報・啓発
・実施主体　桐生市

ブルーリボンバッチの着
用

１２月１０日～１２月１６
日

桐生市内　他 
・市部長級職員が週間に併せてブルーリボンバッチを着用するもの。
・実施主体　桐生市

9月9日 埼玉県県民健康センター

・拉致問題を考える埼玉県民の集い
・実施主体　埼玉県
・参加者　４５０名
・家族からの訴え、横田拓也氏による講演等

・北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉
の会（共催）

10月6日
さいたま市産業文化セン
ター

・北朝鮮による拉致問題についての講演
・実施主体　埼玉県
・参加者　１８２名
・冊子配布　「北朝鮮による日本人拉致問題」

啓発資料

広報誌
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講演会・集会

群馬県

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

10月16日 岩槻駅東口コミュニティセンター

・北朝鮮による拉致問題についての講演
・実施主体　埼玉県
・参加者　５３名
・冊子配布　「北朝鮮による日本人拉致問題」

11月11日 行田市地域交流センター

・北朝鮮による拉致問題についての講演
・実施主体　埼玉県
・参加者　５１名
・冊子配布　「北朝鮮による日本人拉致問題」

12月2日 上尾市コミュニティセンター
・北朝鮮による拉致被害者家族連絡会の飯塚繁雄代表による講演
・実施主体　上尾市

　・北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉
の会

1月13日
川口駅東口　キュポ・ラ
フレンディア

・拉致問題を考える川口の集い
・実施主体　川口市
・参加者　３５０名
・荒木和博特定失踪者問題調査会代表の講演等

・拉致問題を考える川口の会

9月9日 埼玉県県民健康センター
・ＤＶＤ「めぐみ」、「拉致　私たちは何故、気付かなかったのか！」
・実施主体　埼玉県
・参加者　４５０名

講演会・集会で放映

10月6日
さいたま市産業文化セン
ター

・ＤＶＤ「めぐみ」
・実施主体　埼玉県
・参加者　１８２名

講演会・集会で放映

11月11日 行田市地域交流センター
・ＤＶＤ「拉致　私たちは何故、気付かなかったのか！」
・実施主体　埼玉県
・参加者　５３名

講演会・集会で放映

１２月１１日～１５日
県民案内室

（埼玉県庁本庁舎）

・ＤＶＤ「拉致　私たちは何故、気付かなかったのか！」
・実施主体　埼玉県
・参加者　不明

12月2日 上尾市コミュニティセンター ・実施主体　上尾市
　・北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉
の会

１２月６日～８日
本庄市市民活動交流セン
ター「はにぽんプラザ」

・実施主体　本庄市
・ＤＶＤ「アニメめぐみ」
・参加者　１００名

講演会・集会

ＤＶＤ上映会
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

7月4日 朝霞市民会館
・実施主体　埼玉県
・署名者数　５名

・北足立人権フェスティバルで署名協活動（朝
霞市）

8月23日 越谷コミュニティセンター
・実施主体　埼玉県
・署名者数　１２名

・越谷ヒューマンフェスタで署名活動（埼玉県人
権推進課）

9月7日
さいたま市民会館

「おおみや」
・実施主体　埼玉県
・署名者数　３９名

・埼玉県民生委員・児童委員大会で署名活動

10月16日 岩槻駅東口コミュニティセンター
・実施主体　埼玉県
・署名者数　４０名

・講演会、集会で署名協力

11月11日 行田市地域交流センター
・実施主体　埼玉県
・署名者数　４５名

・講演会、集会で署名協力

随時 ―
・実施主体　埼玉県
・署名者数　３１９名

12月10日
浦和駅西口

伊勢丹浦和店前
・実施主体　埼玉県
・署名者数　４５４名

　・北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉
の会

８月５日～６日
川口オートレース場

（たたら祭会場）
・実施主体　川口市 拉致問題を考える川口の会

7月4日
朝霞市民会館
（朝霞市内）

・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネル、政府作成ポスターの掲示
・参加者数　６３０名

・北足立人権フェスティバルで展示（朝霞市）

8月23日
越谷コミュニティセンター

（越谷市内）

・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネル、政府作成ポスターの掲示
・参加者数　２，４００名

・越谷ヒューマンフェスタで展示
（埼玉県人権推進課）

9月7日
さいたま市民会館

「おおみや」
（さいたま市内）

・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネルの展示
・参加者数　１，１００名

・埼玉県民生委員・児童委員大会で展示

9月9日
埼玉県県民健康センター

（さいたま市内）

・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネル、政府作成ポスターの掲示
・参加者数　４５０名

・拉致問題を考える埼玉県民の集いで展示

10月13日
皆野町文化会館

（皆野町内）

・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネル、政府作成ポスターの掲示
・参加者数　４９０名

・秩父郡市人権フェスティバルで展示（皆野町）

10月14日
彩の国すこやかプラザ

（さいたま市内）

・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネルの展示
・参加者数　不明

・オータムフェスタ２０１７in彩の国で展示（埼玉
県社会福祉協議会）

署名活動

パネル・写真展示
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月10日
埼玉会館

（さいたま市内）

・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネルの展示
・参加者数　１，２００名

・埼玉県社会福祉大会で展示

11月20日
キラリ☆ふじみ
（富士見市内）

・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネル、政府作成ポスターの掲示
・参加者数　５５０名

・入間郡市人権フェスティバルで展示（富士見
市）

12月2日
イオンモール羽生

（羽生市内）

・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネル、政府作成ポスターの掲示
・参加者数　１，４５０名

・ヒューマンスクウェアで展示
（埼玉県人権推進課）

１２月８日～１８日 埼玉県庁渡り廊下
・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネルの掲示
・参加者数　不明

12月10日
浦和駅西口

伊勢丹浦和店前

・実施主体　埼玉県
・政府作成ポスターの掲示
・参加者数　不明

・署名活動で掲示（北朝鮮に拉致された日本人
を救出する埼玉の会）

２月１０日～２５日
埼玉県平和資料館

（東松山市内）

・実施主体　埼玉県
・政府作成ポスターの掲示
・参加者数　９５２名

・埼玉県広聴広報課

通年 埼玉県本庁舎内
・実施主体　埼玉県
・拉致問題啓発パネル、政府作成ポスターの掲示

１２月１１日～１５日 越谷市役所ロビー
・実施主体　越谷市
・パネル、ポスターの掲示

2月2日 越谷市役所ロビー
・実施主体　越谷市
・パネル、ポスターの掲示

６月２８日～７月２日 川口市立中央図書館
・実施主体　川口市
・田口八重子さんの写真展

拉致問題を考える川口の会

１２月８日～１４日 川口市立中央図書館
・実施主体　川口市
・拉致被害者、特定失踪者の写真展

拉致問題を考える川口の会

パネル・写真展示
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年 ふじみ野市庁舎内
・実施主体　ふじみ野市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

１２月１日～１６日 吉見町庁舎内
・実施主体　吉見町
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１２月
吉川市民交流センター

「おあしす」
・実施主体　吉川市
・ポスターの掲示

通年 宮代町庁舎内
・実施主体　宮代町
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１２月
狭山市庁舎内

市内各公共施設
・実施主体　狭山市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１２月
熊谷市庁舎内

行政センターほか
・実施主体　熊谷市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１１月１０日～１２月２
８日

行田市庁舎内
・実施主体　行田市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１１月～１２月 鴻巣市庁舎内
・実施主体　鴻巣市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１１月１８日～１９日 三郷市役所
・実施主体　三郷市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

１２月１日～１０日 新三郷ららほっと
・実施主体　三郷市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

通年 三郷市庁舎内
・実施主体　三郷市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

通年 三芳町庁舎内
・実施主体　三芳町
・北朝鮮人権侵害問題に関するポスターの掲示

１２月中旬 志木市庁舎内
・実施主体　志木市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

通年 春日部市庁舎内
・実施主体　春日部市
・拉致被害者情報ポスターの掲示

ポスター掲示
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１２月１１日～１月１０
日

所沢市庁舎内
・実施主体　所沢市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

１２月 松伏町施設
・実施主体　松伏町
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

12月2日 上尾市コミュニティセンター
・実施主体　上尾市
・拉致問題啓発パネルの掲示

１２月１日～１６日 新座市庁舎内
・実施主体　新座市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１２月１１日～１５日
川越市本庁舎内
高階市民センター

・実施主体　川越市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

１２月１日～１６日 川島町庁舎内
・実施主体　川島町
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

通年 草加市庁舎内
・実施主体　草加市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

通年 鶴ヶ島市庁舎内
・実施主体　鶴ヶ島市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

通年
日高市庁舎内
各公共施設

・実施主体　日高市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

１２月
入間市庁舎内

入間市男女共同参画推進
センター

・実施主体　入間市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１２月
鳩山町庁舎内

庁内公共施設内
・実施主体　鳩山町
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

通年 飯能市内各施設
・実施主体　飯能市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

１２月 美里町庁舎内
・実施主体　美里町
・拉致問題啓発ポスターの掲示

通年 富士見市庁舎内
・実施主体　富士見市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

ポスター掲示
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１１月～１２月 富士見市庁舎内
・実施主体　富士見市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１１月１９日～２５日
１２月６日～８日

本庄市市民活動交流セン
ター「はにぽんプラザ」

・実施主体　本庄市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

１２月１日～１５日 毛呂山町庁舎内
・実施主体　毛呂山町
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１１月１５日～１２月１
６日

蕨市庁舎内
市内各公民館

・実施主体　蕨市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１２月
神川町庁舎内

各支所、中央公民館
・実施主体　神川町
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１１月～１２月 蓮田市庁舎内
・実施主体　蓮田市
・拉致問題啓発ポスターの掲示

１２月１日～１６日 寄居町庁舎内
・実施主体　寄居町
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

１２月１日～１６日 長瀞町庁舎内
・実施主体　長瀞町
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

パネル・写真展示
ポスター掲示

１１月３０日～２月１９
日

八潮市役所駅前出張所
・実施主体　八潮市
・啓発パネルと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
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１２月１１日～１５日 越谷市庁舎内
・実施主体　越谷市
・チラシ、冊子の配布
・配布部数　５０部

１２月１１日～１５日 久喜市本庁舎内
・実施主体　久喜市
・政府主催「国際シンポジウム」チラシの配布

７月、９月、１月
狭山市庁舎内
市内各公民館

・実施主体　狭山市
・人権啓発パンフレット（北朝鮮当局による拉致被害について記載され
た）の配布
・配布部数　２００部

１２月４日～８日 熊谷市庁舎内

・実施主体　熊谷市
・啓発物品の配布
・配布数　２００個

通年 三郷市庁舎内
・実施主体　三郷市
・拉致問題リーフレットの配布

１２月１日～２８日 川口市各施設ほか
・実施主体　川口市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知、拉致被害者、特定失踪者の写
真展開催のお知らせに関する資料配布

拉致問題を考える川口の会

１２月１日～２８日 ―
・実施主体　川口市
・市職員を対象に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発用缶バッジの着
装

１２月１日～１６日 川島町庁舎内
・実施主体　川島町
・チラシの配布

1月27日 鶴ヶ島市立中央図書館
・実施主体　鶴ヶ島市
・埼玉県作成の啓発パンフレット「みんなの人権ってなんだろう？」を配布

１２月
入間市庁舎内

入間市男女共同参画推進
センター

・実施主体　入間市
・チラシの配布
・配布部数　１００部

通年 富士見市民文化会館

・実施主体　富士見市・富士見市教育委員会
・リーフレットの配布
・チラシの配布
・配布部数　２００部

７月５日～９月８日 蕨市庁舎内
・実施主体　蕨市
・拉致問題を考える埼玉県民の集いのチラシを配布

８月９日～９月１５日 蕨市庁舎内
・実施主体　蕨市
・「今年中に全拉致被害者の救出を！国民大集会」のチラシを配布

啓発資料
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

３月２２日～３１日 蕨市庁舎内
・実施主体　蕨市
・「政府に今年中の全被害者救出を再度求める　国民大集会」のチラシ
を配布

１２月
神川町庁舎内

各支所、中央公民館
・実施主体　神川町
・チラシの配布

１１月～１２月 蓮田市庁舎内
・実施主体　蓮田市
・啓発資料の配布

10月6日
さいたま市産業文化セン

ター
・実施主体　埼玉県
・冊子「北朝鮮による日本人拉致問題」の配布

10月16日 岩槻駅東口コミュニティセンター
・実施主体　埼玉県
・冊子「北朝鮮による日本人拉致問題」の配布

11月11日 行田市地域交流センター
・実施主体　埼玉県
・冊子「北朝鮮による日本人拉致問題」の配布

7月4日 朝霞市民会館
・実施主体　埼玉県
・冊子「北朝鮮による日本人拉致問題」の配布

8月23日 越谷コミュニティセンター
・実施主体　埼玉県
・冊子「北朝鮮による日本人拉致問題」の配布

通年 埼玉県ホームページ
・実施主体　埼玉県
・埼玉県の拉致問題啓発活動の紹介

１２月１０日～１６日 ふじみ野市ホームページ
・実施主体　ふじみ野市
・啓発週間の趣旨、啓発事項の周知

通年 伊奈町ホームページ
・実施主体　伊奈町
・拉致問題啓発週間の周知

通年 吉川市ホームページ
・実施主体　吉川市
・拉致問題の現状と今後の取り組みの掲載

１２月１０日～１６日 戸田市ホームページ
・実施主体　戸田市
・啓発週間の趣旨、啓発事項の周知

１２月１０日～１６日 職員ポータル掲示板
・実施主体　戸田市
・啓発週間の趣旨、啓発事項の周知

埼玉県11

ホームページ

啓発資料
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１１月１日～１２月１８
日

幸手市ホームページ
・実施主体　幸手市
・政府主催「拉致問題に関する国際シンポジウム」の周知

通年 行田市ホームページ
・実施主体　行田市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知

通年 鴻巣市ホームページ
・実施主体　鴻巣市
・啓発週間の趣旨、啓発事項の周知

１１月～１２月 三芳町ホームページ
・実施主体　三芳町
・啓発週間の趣旨等の周知

１２月中旬 志木市ホームページ
・実施主体　志木市
・啓発週間の趣旨、啓発事項の周知

通年 所沢市ホームページ
・実施主体　所沢市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知

１２月 小鹿野町ホームページ
・実施主体　小鹿野町
・啓発週間の趣旨、啓発事項の周知

通年 松伏町ホームページ
・実施主体　松伏町
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知

通年 上尾市ホームページ
・実施主体　上尾市
・拉致問題啓発に関する内容を紹介

通年 川口市ホームページ
・実施主体　川口市
・拉致問題啓発に関する内容を紹介

１２月１日～２８日 川口市ホームページ
・実施主体　川口市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知、拉致被害者、特定失踪者写真展開
催のお知らせ

通年 草加市ホームページ
・実施主体　草加市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

随時 草加市ホームページ
・実施主体　草加市
・国や県主催のイベント等の周知

１２月 秩父市ホームページ
・実施主体　秩父市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の趣旨等の周知

１２月１０日～１６日 鶴ヶ島市ホームページ
・実施主体　鶴ヶ島市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知等

１２月５日～１６日 東松山市ホームページ
・実施主体　東松山市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の趣旨等の周知

１２月 日高市ホームページ
・実施主体　日高市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知

１２月 入間市ホームページ
・実施主体　入間市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知

１２月１日～３１日 白岡市ホームページ
・実施主体　白岡市
・啓発週間の趣旨と啓発事項の周知

１２月１０日～１６日 八潮市ホームページ
・実施主体　八潮市
・啓発週間の趣旨の周知

１２月 職員ポータル掲示板
・実施主体　鳩山町
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知

１２月１日～１６日 飯能市ホームページ
・実施主体　飯能市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知

１２月 富士見市ホームページ
・実施主体　富士見市
・北朝鮮拉致問題啓発週間の周知

通年 寄居町ホームページ
・実施主体　寄居町
・国、県へのホームページのリンク

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

7月1日 埼玉県内

・実施主体　埼玉県
・拉致問題を考える埼玉県民の集いの参加者募集
・埼玉県広報誌「彩の国だより」７月号
・配布部数　県内全戸配布

12月1日 埼玉県内

・実施主体　埼玉県
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知
・埼玉県広報誌「彩の国だより」１２月号
・配布部数　県内全戸配布

１２月 ふじみ野市内

・実施主体　ふじみ野市
・啓発週間の趣旨、啓発事項
・市報「ふじみ野」１２月号
・配布部数　５２，０００部

１２月 伊奈町内

・実施主体　伊奈町
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・広報誌「広報いな」１２月号
・配布部数　１６，２００部

12月1日 羽生市内

・実施主体　羽生市
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・広報誌「広報はにゅう」１２月号
・配布部数　１８，０００部

１２月 加須市内

・実施主体　加須市
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・広報誌「市報かぞ　お知らせ版」１２月号
・配布部数　４１，２００部

12月1日 皆野町内

・実施主体　皆野町
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・「広報みなの」１２月号
・配布部数　４，０００部

１２月 吉川市内

・実施主体　吉川市
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・広報「よしかわ」１２月号

１２月上旬 熊谷市内

・実施主体　熊谷市
・啓発事項の周知
・市報「くまがや」１２月号
・配布部数　市内全戸配布（７０，０００部）

１２月 戸田市内

・実施主体　戸田市
・啓発週間の趣旨、啓発事項
・広報誌「かがやき」１１月号
・配布部数　４１，８００部

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１１月 鴻巣市内

・実施主体　鴻巣市
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・広報誌「広報いな」１２月号
・配布部数　１６，２００部

１１月 三郷市内

・実施主体　三郷市
・啓発週間の周知
・「広報みさと」１１月号

１２月 小鹿野町内

・実施主体　小鹿野町
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・「広報おがの」１２月号
・配布部数　４，６００部

１２月 松伏町内

・実施主体　松伏町
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・「広報まつぶし」１２月号

１２月 上尾市内
・実施主体　上尾市
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知
・広報「あげお」１２月号

４月～３月 川口市内

・実施主体　川口市
・拉致問題解決への署名活動の協力依頼
・広報「かわぐち」４月号～３月号
・全戸配布

６月 川口市内

・実施主体　川口市
・拉致問題の概要、田口八重子さん写真展開催のお知らせ
・広報「かわぐち」６月号
・全戸配布

拉致問題を考える川口の会

１２月 川口市内

・実施主体　川口市
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知、拉致被害者、特定失踪者写真展開
催のお知らせ
・広報「かわぐち」１２月号
・全戸配布

１２月 草加市内

・実施主体　草加市
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知
・広報「そうか」１２月５日号
・全戸配布

１２月 秩父市内

・実施主体　秩父市
・北朝鮮人権侵害啓発週間の趣旨等の周知
・広報誌「市報ちちぶ」１２月号
・配布部数　２６，０００部

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１２月 東松山市

・実施主体　東松山市
・北朝鮮人権侵害啓発週間の趣旨の周知
・「広報ひがしまつやま」１２月号
・配布部数　３２，０００部

１２月１日～３１日 白岡市内

・実施主体　白岡市
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・広報誌「広報しらおか」１２月号
・配布部数　１９，２００部

１２月 八潮市内

・実施主体　八潮市
・啓発週間の趣旨
・「広報やしお」１２月号
・配布部数　３１，０００部

１２月 鳩山町内

・実施主体　鳩山町
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知
・「広報はとやま」１２月号
・配布部数　６，０００部

１２月 飯能市内
・実施主体　飯能市
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知
・「広報はんのう」１２月号

１２月 富士見市内
・実施主体　富士見市
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知
・「広報ふじみ」１２月号

１２月 北本市内

・実施主体　北本市
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・「広報きたもと」１２月号
・配布部数　２６，０００部

１２月 蕨市内
・実施主体　蕨市
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・「広報蕨１２月号」

１２月 越生町内

・実施主体　越生町
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・「広報おごせ」１２月号
・配布部数　４，７００部

12月1日 嵐山町内
・実施主体　嵐山町
・啓発週間の趣旨を周知
・「広報嵐山」１２月号

１２月 和光市内
・実施主体　和光市
・啓発週間の趣旨を周知
・「広報わこう」１２月号

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月1日 長瀞町内

・実施主体　長瀞町
・啓発週間の趣旨と啓発事項
・「広報ながとろ」１２月号
・配布部数　２，８００部

１２月１日～１８日 埼玉県庁本庁舎
・実施主体　埼玉県
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知

１２月１１日～１５日 越谷市庁舎
・実施主体　埼玉県
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知

１２月８日～１８日 桶川市庁舎
・実施主体　桶川市
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知

通年 川口市本庁舎
・実施主体　川口市
・拉致問題解決に向けた横断幕

ポスターの作成 ― ―
・実施主体　埼玉県
・拉致被害者、拉致の可能性を排除できない方々の顔写真と氏名を掲載
したポスターを作成

・埼玉県警察

ツイッター・フェイスブックへ
の掲載

１２月１０日～１６日 坂戸市内
・実施主体　坂戸市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項

生涯学習カレンダーの作
成

１２月 蕨市内
・実施主体　蕨市
・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を記載

１２月９日～１６日 熊谷駅コンコース
・実施主体　熊谷市
・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

１２月１０日～１６日 上尾市庁舎内
・実施主体　上尾市
・動画モニターに北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発事項を掲示

街頭啓発活動 12月7日 熊谷駅コンコース
・実施主体　熊谷市
・啓発物品の配布
・配布数　３００個

・さいたま地方法務局熊谷支局
・熊谷人権擁護委員協議会熊谷部会

懸け垂れ幕

電光掲示板・動画広告モ
ニター

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

メールマガジン 12月10日 登録者のメールアドレス
・実施主体　所沢市
・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

１２月１０日～１６日 上尾市庁舎内
・実施主体　上尾市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関するメッセージを掲出

１２月６日～１６日
東松山市庁舎内
市内公共施設

・実施主体　東松山市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関するメッセージを掲出

12月8日 上尾市庁舎内
・実施主体　上尾市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する放送

１２月８日～１４日 川口市本庁舎内
・実施主体　川口市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知、拉致被害者、特定失踪者の写
真展開催のお知らせに関する放送

１２月１１日～１５日 北本市庁舎内
・実施主体　北本市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する放送

ブルーリボンシールの着
用

４月１日～３月３１日 ―
・実施主体　川口市
・職員氏名票にブルーリボンシールの着用

職員向け勉強会 11月30日
川口市立映像・情報メディ
アセンター 　メディアセブン

・実施主体　川口市
・川口市立中央図書館職員と委託職員向けに拉致問題に関する勉強会
を開催

自販機メッセージボード

館内放送
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

9月23日
ホテルポートプラザちば

（千葉市内）

・主催者挨拶、拉致被害者御家族報告、関係団体報告、特定失踪者御
家族メッセージ、ＤＶＤ上映
・実施主体　政府拉致問題対策本部、千葉県、千葉市、千葉県議会拉致
問題早期解決の支援に関する議員連盟、北朝鮮に拉致された日本人を
救出する千葉の会
・参加人員　約350名

11月17日
野田市立岩木小学校

（野田市内）
・野田市教育委員会研究指定学校人権教育公開研究会全体会講演
・参加人員約１００名

　

10月28日
小見川市民センター「いぶ

き館」
（香取市）

・「香取市みんなで人権を考えるつどい」第３部人権講演会
　講師：蓮池薫氏
「夢と絆を求めて～翻弄された運命のなかで～」
・参加人員　約750名

8月2日
松戸市民会館
（松戸市内）

・実施主体　政府拉致問題対策本部、千葉県、松戸市
・参加人員　約300名

　

10月12日
とみうら元気倶楽部さざな

みホール
（南房総市内）

・実施主体　政府拉致問題対策本部、千葉県、南房総市
・参加人員　約160名

DVD放映（常時） 12月1日～15日 千葉県庁内
・ロビーのＴＶモニターにて、１日複数回「拉致被害者御家族ビデオメッ
セージ」の放映
・実施主体　千葉県

　

11月～12月 千葉県内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出、チラシ配布
・実施主体　千葉県及び県内市町村
・ポスター　　法務局ポスター、拉致問題対策本部ポスター

11月～12月 銚子市内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　銚子市

通年 千葉県ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題の趣旨、啓発

通年 船橋市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題の趣旨、啓発

通年 館山市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題の趣旨、啓発

通年 松戸市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題の趣旨、啓発 　

千葉県

講演会・集会

DVD上映会

12

啓発資料

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 茂原市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発

通年 佐倉市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題の趣旨、啓発

12月10日～16日 習志野市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発

11月24日～12月16日 市原市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発 　

通年 八千代市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題の趣旨、啓発

12月1日～16日 我孫子市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発

12月 八街市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発 　

12月1日～16日 富里市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発

12月 匝瑳市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題の趣旨、啓発

１１月２８日～１２月２５日 栄町ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発 　

12月1日～16日 東庄町ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発 　

千葉県12

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 千葉県内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　千葉県
・発行部数　201万部

12月 銚子市内
・市の広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　銚子警察署（銚子市の広報誌に掲載）
・配布部数　２８，０００部

12月1日号 船橋市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　船橋市
・発行部数　２０４，９００部

12月 茂原市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・主要主体　茂原市
・配布数　約３４，０００部

12月 成田市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　成田市
・発行部数　　４６，４５０部

12月 習志野市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　習志野市
・発行部数　 ６８,０００部

12月 我孫子市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　我孫子市
・配布部数　約５０，０００部

12月 四街道市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　四街道市
・配布数　　 ３７,７２７部

12月 袖ケ浦市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　袖ケ浦市
・配布数　２１，６００部

12月 八街市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　八街市
・配布数　２３，０００部

12月1日 富里市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　富里市
・配布数　１９，２００部

千葉県12

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 匝瑳市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　匝瑳市
・配布数　１６，６００部

12月 香取市内

・実施主体　香取市
・配布物　広報誌「広報かとり」（１２月号）
・配布数　３１，２００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

12月 いすみ市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　いすみ市
・配布数　　 １５，８００部

12月 大網白里市内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　大網白里市
・発行数　１６，９００部

12月 九十九里町内
・広報紙に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
・実施主体　九十九里町
・配 布 数　 ６，２００部

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

12月11日 主に千葉県内
・県のラジオ番組にて広報
・実施主体　千葉県
・実施回数　１回

電光掲示板、動画広告モ
ニター

12月1日～15日 千葉県庁前
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　千葉県

ブルーリボンバッジの着
用

11月～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
・実施主体　千葉県

千葉県12

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

演劇公演・コンサート 9月7日
板橋区立文化会館（板橋

区）

・拉致問題啓発舞台劇「めぐみへの誓い-奪還-」　の公演
・実施主体　政府拉致問題対策本部、東京都、板橋区
・参加人数　約1,000人

DVD上映会 2月15日 都民ホール
・映画「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」上映会の開催
・実施主体　東京都

政府拉致問題対策本部

12月11日～15日 都議会都政ギャラリー
「拉致被害者救出運動」写真パネル展の開催
・実施主体　東京都
・展示内容　拉致被害者等のパネル約200枚の展示及びDVD上映

北朝鮮による日本人拉致問題の完全解決を図
る東京都議会議員連盟、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

12月8日

展示場所　人権週間行事
会場アプローチ

江東区文化センターホール
前展示室

・実施主体　江東区
・展示内容　特定失踪者(区民2名を含む）拉致関係のパネルを展示し
た。

12月11日～15日
展示場所　江東区役所２階

ホール

・実施主体　江東区
・展示内容　特定失踪者(区民2名を含む）拉致関係のパネルを展示し
た。

12月12～19日
大田区役所本庁舎

1階ロビー

・実施主体　大田区
・大田区人権啓発パネル展北朝鮮拉致問題コーナー
区役所本庁舎１階ロビーで開催する人権啓発パネル展において北朝鮮
拉致問題コーナー（パネル数枚）を設け、区民に周知した。

区内警察署

12月4日～8日　
世田谷区役所第１庁舎１階
正面階段下木製展示パネ

ル

・北朝鮮拉致問題についての取組み（具体的施策）と動きについてパネ
ルの展示を行い、区民へ啓発した。
・実施主体　世田谷区

政府 拉致問題対策本部
（企画協力・資料提供）

12月 杉並区役所庁舎等
・実施主体　杉並区
・展示内容　拉致被害者に関するパネル等

12月4日～10日
豊島区役所1階

としまセンタースクエア
・拉致問題関係のパネルを展示した。
・実施主体：豊島区

内閣官房拉致問題対策本部からパネルを借用

12月１日～８日
足立区役所

１階アトリウム

・展示内容　政府拉致問題対策本部が貸し出している拉致問題パネル
展示セットの展示
・実施主体　足立区

12月8日～15日
葛飾区役所２階区民ホー

ル
・展示内容　拉致被害者に関するパネル
・実施主体　葛飾区

13 東京都

パネル・写真展示
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

パネル・写真展示
啓発資料

12月1日～10日
（ムーブ町屋は
12月9日のみ）

荒川さつき会館
南千住図書館
ムーブ町屋

・拉致被害者等のパネル・ポスターの展示及びチラシの配布
・実施主体：荒川区

荒川地区人権擁護委員（共催）
チラシの配布にあたっては荒川警察署と連携

通年 都内全域

・政府拉致問題対策本部及び都が作成したポスターの掲出、チラシの配
布を行った。
・掲出・配布物　「拉致。必ず取り戻す！」、「東京へ、帰せ！」
・実施主体　東京都及び都内区市町村
・「東京へ、帰せ！」掲出・配布数　ポスター約3,200枚　チラシ約5,000枚

政府拉致問題対策本部
警視庁

11～12月 都内全域
・啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを配布
・実施主体　東京都及び都内区市町村

法務省

11～12月 都内全域

・政府主催 国際シンポジウムのポスターを掲出し、チラシの配布を行っ
た。
・掲出・配布物　「12/16 政府主催 国際シンポジウム」
・実施主体　東京都及び都内区市町村

政府拉致問題対策本部

12月6日～16日 文京シビックセンター内
・啓発週間告知のチラシを区民ひろばのスクリーンで放映した。
・実施主体　文京区

10月７日・８日 墨田区内（錦糸公園）
・啓発冊子「人権感覚」の配布
・実施主体　墨田区
・配布部数　500部

墨田地区人権擁護委員会
すみだ人権啓発センター

12月8日～22日 区内広報板（229箇所）
啓発ポスターを区内広報板へ掲出した。
・実施主体　江東区
・掲出枚数　229枚

5月18日 品川区総合区民会館
・実施主体　品川区
・憲法週間「講演と映画のつどい」（品川区主催）での「人権尊重都市品
川宣言」チラシ配布（1,100部）

12月6日 品川区総合区民会館
・実施主体　品川区
・人権週間「講演と映画のつどい」（品川区主催）での「人権尊重都市品
川宣言」チラシ配布（1,100部）

12月４日～８日
中野区役所一階区民ホー

ル
人権パネル展にて、北朝鮮人権侵害問題等のポスターの掲示。
・実施主体　中野区

中野地区人権擁護委員(共催）

11月20日～24日
板橋区役所本庁舎１Ｆ

イベントスペース

・アウェアネスリボンに関する展示において、北朝鮮人権侵害問題関連
リーフレットを設置し、配布した。
・実施主体　板橋区

啓発資料

13 東京都
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年
葛飾区役所庁舎内、ウィメ

ンズパル内
・ウィメンズパルに政府作成のイベント情報やリーフレット配置
・実施主体　葛飾区

通年 小平市庁舎
・「北朝鮮による日本人拉致問題」、「10の疑問にお答えします」（パンフ
レット）を配布
・実施主体　小平市

12月４日～７日
東村山市役所いきいきプラ

ザ

・人権週間にあわせ、人権パネル展のなかで北朝鮮による日本人拉致
問題に関する啓発冊子を配布
・実施主体　東村山市

東村山市人権擁護委員

12月８日～18日 国立市役所庁舎
・人権問題に関するリーフレットの配置
・実施主体　国立市

12月４日～９日 東大和市役所入口ホール
・人権週間にあわせ、北朝鮮当局による人権侵害問題をはじめ、様々な
人権問題に関するパンフレット及び啓発冊子を配布
・実施主体　東大和市

12月1日 都内全域

・啓発週間の趣旨、都の取組の紹介等を掲載
・実施主体　東京都
・配布物　　 広報東京都12月号
・配布数　　 約370万部

12月1日 中央区内

・広報誌「区のおしらせ中央」12月1日号に、人権週間記事の一部とし
て、北朝鮮当局による人権侵害に対する意識啓発として「北朝鮮人権侵
害問題啓発週間」について掲載(広報発行部数78,700部）
・実施主体　中央区

12月 渋谷区内

・実施主体　渋谷区
・配布物　　 広報誌「渋谷区ニュース」（12月1日号）
・配布数　　 168,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

11月15日 杉並区内

・啓発週間の趣旨，啓発事項を掲載
・実施主体　杉並区
・配布物　　 広報紙
・配布数　　 約18万部

11月27日発行 荒川区内

・「あらかわ区報」人権週間特集号に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周
知記事及びパネル展のお知らせ記事を掲載
・実施主体：荒川区
・発行部数：70,000部

11月25日 板橋区内
・掲載内容　人権週間とあわせて啓発週間の趣旨等を掲載
・実施主体　板橋区
・配布物　「広報いたばし」

啓発資料

13 東京都

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月 足立区内

・掲載内容　啓発週間の趣旨等
・実施主体　足立区
・配布物　　 広報紙「あだち広報」（11月25日号）
・配布数　　 33万部

12月10日号 江戸川区内

・実施主体　江戸川区
・配布物　広報えどがわ（12月10日号）
・発行数　193,500部（ＨＰにも掲載）
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

通年 東京都ホームページ
・実施主体　東京都
・掲載内容　都の取組、拉致問題に関する情報、関係リンク

通年 墨田区ホームページ上
・実施主体　墨田区
・掲載内容　北朝鮮当局による拉致問題等さまざまな人権問題（人権週
間特集号１・２面）

通年 足立区ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨等
・実施主体　足立区

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、当問題を紹介
・実施主体　葛飾区

通年 青梅市ホームページ
・実施主体　青梅市
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

電光掲示板・動画広告モ
ニター

12月10日～16日 江戸川区役所敷地内

・荒川河川水位表示塔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）
・実施主体　江戸川区

列車、地下鉄、バス中吊
り広告

12月９日～15日 都内全域
・実施主体　東京都
・交通機関　都営バス、都営地下鉄
・広告枚数　約2,800枚

その他 ９月６日～12日
都庁舎・都庁前中央通り

（新宿区）

・都庁第一本庁舎を、「ブルーリボン運動」にちなんで青色にライトアップ
するとともに、「ブルーリボン」のバナー（旗）を街灯に掲出
・実施主体　東京都

13 東京都

ホームページ

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

10月31日
小田原市生涯学習セン

ター
けやきホール

・演台　「夢と絆」
・講師　蓮池薫
・実施主体　小田原市
・参加人員　500名

神奈川県
小田原市教育委員会

12月10日 新都市プラザ

・「すべての拉致被害者救出を！」
神奈川県民のつどいにおいて、拉致被害者御家族（横田早紀江さん）ビ
デオメッセージ、特定失踪者御家族の訴え、横田めぐみさんの同級生の
吉田直矢さんコンサート、パネル展（横田めぐみさんと県関連特定失踪
者パネル展示）の実施
・実施主体　神奈川県、横浜市（共催）
・参加人数　11,000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

10月18日 横浜情報文化センター

・映画上映会、パネル展（横田めぐみさんと県関連特定失踪者パネル展
示）
・実施主体　神奈川県、拉致問題対策本部
・参加人数　100人

10月28日
綾瀬市オーエンス文化会

館小ホール
・映画「めぐみ－引き裂かれた家族の３０年」の上映
・実施主体　綾瀬市

政府拉致問題対策本部
神奈川県

12月9日 開成町福祉会館
・映画「めぐみ」の上映（定員250名）
・拉致被害者に関するパネル展示
・実施主体　神奈川県、開成町

神奈川県

12月11日～12月18
日

海老名市役所１階
エントランスホール

・上映内容　ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」
・実施主体　海老名市

海老名警察署

2月2日 二宮町生涯学習センター
映画「めぐみ―引き裂かれた家族の30年」上映
実施主体　二宮町

政府拉致問題対策本部
神奈川県

講演会・集会

DVD上映会

14 神奈川県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年 県機関、市町村施設

・神奈川ゆかりの特定失踪者（17人）の情報提供を呼びかける写真パネ
ルや、特定失踪者を含めた拉致問題に関する説明等をパネルにして掲
示する
・実施主体　神奈川県、市町村

6月5日～6月13日 鎌倉駅地下道ギャラリー50
・特定失踪者パネルに関するパネルを展示
・実施主体　鎌倉市

神奈川県

6月19日～6月23日 箱根町役場住民ホール
特定失踪者に関するパネル展示
・実施主体　箱根町

神奈川県

6月22日～7月3日 藤沢駅北口地下道展示場
・神奈川県ゆかりの特定失踪者の写真パネル等の展示
・実施主体　藤沢市

神奈川県

7月7日～7月14日
山北町立生涯学習セン

ター
ロビー

特定失踪者等パネル展示
実施主体　山北町

神奈川県

8月5日～8月18日 愛川町文化会館
・特定失踪者に関するパネルを展示
・実施主体　愛川町

神奈川県

8月14日～8月18日
清川村生涯学習センター
せせらぎ館１階・展示室

拉致問題に関するパネルを展示
・実施主体　清川村

神奈川県

9月1日～9月8日
湯河原町役場第１庁舎

玄関ロビー
・神奈川県から特定失踪者問題に関する啓発パネルを借用し展示
・実施主体　湯河原町

神奈川県

9月8日～9月22日
平塚市役所本館１階多目

的スペース

・神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネル展示
・実施主体　平塚市
・チラシ配布部数　６０枚

神奈川県

9月25日～9月29日 横須賀市役所掲示板
横田めぐみさんの写真及び神奈川県関連特定失踪者パネルの展示を
行った。
・実施主体　横須賀市

　

10月18日 横浜情報文化センター

・映画上映会、パネル展（横田めぐみさんと県関連特定失踪者パネル展
示）
・実施主体　神奈川県、拉致問題対策本部
・参加人数　100人

10月23日～11月2日 葉山町役場１階ロビー
・展示内容　拉致問題・特定失踪者に関する解説パネル、神奈川県ゆか
りの特定失踪者の写真パネル展示
・実施主体　葉山町

10月24日～10月30
日

伊勢原市役所
１階市民ホール

・特定失踪者に関する写真及び神奈川県関連特定失踪者パネルを展示
・実施主体　伊勢原市

神奈川県

パネル・写真展示

14 神奈川県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

10月28日
綾瀬市オーエンス文化会
館小ホール

・神奈川県にゆかりのある特定失踪者パネルの展示
・実施主体　綾瀬市

神奈川県

10月30日～11月4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
・実施主体　小田原市

神奈川県

11月1日～11月12日
寒川総合図書館
展示コーナー

・神奈川県ゆかりの特定失踪者写真パネル等の展示
･実施主体　寒川町

神奈川県

11月6日～11月20日 厚木市役所
特定失踪者パネルの展示
・実施主体　厚木市

神奈川県

11月13日～11月21
日

中井町農村環境改善セン
ター

・広く同問題についての理解をふかめるため、県から特定失踪者に関す
るパネルを借用し、展示する。
・実施主体　中井町

神奈川県
中井町教育委員会

11月15日～11月21
日

大磯町横溝千鶴子記念
障害福祉センターすばる

展示内容：県関連の特定失踪者に関するパネル
実施主体　大磯町

神奈川県

11月19日 三浦市総合体育館
・みうら市民まつりにおいて拉致被害者に関するパネルを展示
・実施主体　三浦市

12月1日～12月8日 秦野市役所
・展示内容　特定失踪者等パネル展示
・実施主体　秦野市と県（湘南地域県政総合センター）との共催

神奈川県

12月1日～12月8日
大井町生涯学習センター
ホワイエ

特定失踪者に関するパネル展示
実施主体　大井町

神奈川県

12月4日～12月8日
逗子文化プラザ
市民交流センター

・横田めぐみさん、特定失踪者パネル展示
・実施主体　逗子市

横浜地方法務局横須賀支局
逗子市人権擁護委員協議会

12月4日～12月10日
大和市役所本庁舎1階ロ
ビー

・展示内容　神奈川県ゆかりの特定失踪者パネル
・実施主体　大和市

神奈川県

12月7日～12月12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

12月10日 新都市プラザ

・「すべての拉致被害者救出を！」
神奈川県民のつどいにおいて、拉致被害者御家族（横田早紀江さん）ビ
デオメッセージ、特定失踪者御家族の訴え、横田めぐみさんの同級生の
吉田直矢さんコンサート、パネル展（横田めぐみさんと県関連特定失踪
者パネル展示）の実施
・実施主体　神奈川県、横浜市（共催）
・参加人数　11,000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

パネル・写真展示

14 神奈川県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月1０日～12月12
日

開成町役場ロビー
・拉致被害者に関するパネル展示
・実施主体　開成町

神奈川県

12月11日～12月15
日

茅ヶ崎市男女共同参画推
進センター

神奈川ゆかりの特定失踪者（１７人）の情報提供を呼びかける写真パネ
ルや、特定失踪者を含めた拉致問題に関する説明等をパネルにして提
示した。
実施主体　茅ヶ崎市

茅ケ崎警察署

12月11日～12月18
日

海老名市役所１階
エントランスホール

・展示内容　拉致被害者、特定失踪者に関するパネル等
・実施主体　海老名市

神奈川県
海老名警察署

12月11日～12月18
日

松田町役場庁舎
特定失踪者等に関するパネル展示
・実施主体　松田町

神奈川県

12月12日～12月17
日

真鶴町地域情報センター
・特定失踪者等のパネル展示
・実施主体　真鶴町

神奈川県

12月19日～12月22
日

座間市役所１階市民サロン
特定失踪者のパネル展
・実施主体　座間市

神奈川県

1月30日～2月4日 二宮町生涯学習センター
特定失踪者のパネル展示
実施主体　二宮町

政府拉致問題対策本部
神奈川県

通年 伊勢原市役所１階
・法務省配付の拉致啓発ポスターの掲示及びチラシの配布
・実施主体　伊勢原市

　

11月～12月 秦野市役所
啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを配布する。
・実施主体　秦野市
・配布部数　約５０部(チラシ）

法務局

11月～12月 綾瀬市役所
・啓発週間ポスターの掲出と啓発週間チラシの配布
・実施主体　綾瀬市
・配布部数　１００部（チラシ）

12月4日～12月8日 横須賀市役所掲示板
人権作文パネル展示とともに、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」のポス
ターを掲示した。
・実施主体　横須賀市

2月

人権啓発資料「心みつめて（第７集）」を作成し、「北朝鮮当局によって拉
致された被害者等の人権」をテーマにした読み物資料を掲載。県立学
校、市町村教育委員会及び社会教育施設等へ配付
・実施主体　神奈川県

パネル・写真展示

啓発資料

14 神奈川県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年 大和市ホームページ
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知・啓発
・実施主体　大和市

通年 県国際課ホームページ
・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

11月～12月 横須賀市ホームページ
広く当該問題について、関心と認識を深めてもらうことを目的として、
ホームページに当該週間の趣旨と一考を促す記事を掲載した。
・実施主体　横須賀市

12月 鎌倉市ホームぺージ
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　鎌倉市

12月 松田町ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　松田町

12月1日～12月１5日 秦野市ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　秦野市

12月 横須賀市内

広く当該問題について、関心と認識を深めてもらうことを目的として、市
広報紙に当該週間の趣旨と一考を促す記事を掲載した。
・実施主体　横須賀市
・掲載紙：「広報よこすか」（12月1日発行）
・印刷部数：170,000部

12月 鎌倉市内

・市の広報誌に啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載
・実施主体　鎌倉市
・配布物　広報かまくら
・配布数　78,500部

12月 松田町町内

・配布物　　 広報誌「広報まつだ」（１２月号）
・掲載内容　啓発週間の趣旨
・実施主体　松田町
・発行数　　 5000部

12月1日 逗子市内
・市発行の広報誌（月刊）に掲載
・実施主体　逗子市

12月1日 大和市内

・配布物　広報やまと（12月1日号）
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　大和市
・配布数　81,000部

　

12月1日 座間市内全戸配布

北朝鮮人権侵害問題啓発週間及び、特定失踪者パネル展の開催につ
いて広報ざまで周知
・実施主体　座間市
・広報紙発行部数　50,000部

ホームページ

14 神奈川県

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月1日 真鶴町内

・広報誌「広報真鶴（12月号）」における北朝鮮人権侵害問題啓発週間
の趣旨、啓発事項の掲載
・実施主体　真鶴町
・配布数　3,500部

12月1日～12月16日

鎌倉市役所本庁舎１階ロ
ビー
鎌倉生涯学習センターロ
ビー

・市のモニターにおいて啓発週間について周知
・実施主体　鎌倉市

12月11日～12月17
日

厚木市役所
あつぎビジョンでの文字放映
・実施主体　厚木市

学習会 6月13日 県立総合教育センター
県立学校長を対象にした人権教育研修において、拉致問題啓発視聴覚
教材の活用等について説明
・実施主体　神奈川県

懸け垂れ幕等 12月1日～12月28日
神奈川県民活動サポートセ

ンター
・拉致問題の早期解決の願いを込めた懸垂幕を掲出
・実施主体　神奈川県

自販機メッセージボード
12月10日～12月16
日

藤沢市内に設置してある災
害対応型自動販売機

・広く、同週間について周知するため、市内に設置してある災害対応型
自動販売機での電光掲示板にて、情報発信した。
・実施主体　藤沢市
・表示内容　啓発週間及び期間

通年 座間市役所掲示板
啓発ポスターの掲示
・実施主体　座間市

9月30日
Shonan BMWスタジアム平
塚場外ブース（平塚市）

・展示内容　県関連の特定失踪者に関するパネル
・実施主体　神奈川県

神奈川県人権啓発活動ネットワーク協議会（構
成員：神奈川県,横浜地方法務局、横浜市、川
崎市、相模原市、横須賀市、神奈川県人権擁
護委員連合会）

11月～12月 逗子市内
・啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　逗子市
・掲出数　10枚

11月～12月
葉山町役場庁舎

出先機関
・啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　葉山町

　

11月15日～12月16
日

厚木市役所
ポスター掲示
・実施主体　厚木市

電光掲示板・動画広告モ
ニター

その他

14 神奈川県

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月20日～12月18
日

藤沢市内の公共施設

・広く同問題についての関心と認識を深めるため、周知用ポスターを市
内公共施設に掲示した。
・実施主体　藤沢市
・掲示施設　庁舎内、各市民センター・公民館、図書館、スポーツ施設

11月20日～12月19
日

藤沢市役所新館１階ロビー
・人権週間の周知とともに、広く同問題についての関心と認識を深めるた
め、ポスターを掲示した。
・実施主体　藤沢市

12月
大和市内公共施設、中学

校
・法務省から配布された啓発ポスターの掲示
・実施主体　大和市

12月 大井町内公共施設
広く問題についての認識を深めるため、啓発週間ポスターを掲出する。
実施主体　大井町

　

12月2日～12月3日
クイーンズスクエア横浜ク

イーンズサークル
・展示内容　県関連の特定失踪者に関するパネル
・実施主体　神奈川県

神奈川県人権啓発推進会議
（構成員：神奈川県県教育委員会、横浜地方法
務局、県内全市町村、企業、民間団体等）

12月10日～12月16
日

箱根町役場本庁舎
出張所

ポスター掲示
・実施主体　箱根町

神奈川県

9月10日 アオーレ長岡

特定失踪者と拉致問題を考える市民集会－中村三奈子さんをさがす会
集会－
・運営協力
・実施主体　中村三奈子さんをさがす会
・共催　長岡市
・後援　新潟県

11月15日 新潟日報メディアシップ

めぐみさんに会いたい～拉致から40年　思いを語る、奏でる～
・曽我ひとみさん講演、バイオリンコンサート
・実施主体　あさがおの会、新潟日報社、朝日新聞社、新潟県、新潟市
・参加人員　200人

11月18日 新潟市民芸術文化会館

忘れるな拉致　県民集会の開催
・講演、拉致被害者ご家族等の訴え、ミニコンサート、署名活動
・実施主体　新潟県、新潟市、新潟日報社
・参加人員　約830人

15 新潟県

講演会・集会

その他

14 神奈川県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月5日
村上市市民ふれあい

センター

・実施主体　新潟県（にいがた連携公開講
　　　　　　　座）、村上市
・講師　新潟産業大学　准教授　蓮池　薫
・演題　「拉致問題の本質と解決への道」
・参加人員　約650人

12月19日
高田公園オーレン
プラザ（上越市）

・実施主体　新潟県（にいがた連携公開講座）、上越市
・講師　新潟産業大学　准教授　蓮池　薫
・演題　「拉致問題の本質と解決への道」
・参加人員　約650人

ＤＶＤ上映会 12月15日 新潟市江南区役所

映画「めぐみ」上映会
・実施主体　政府拉致対、新潟県、新潟市
・参加人数　50人
・パネル展示、署名活動も併せて実施

街頭啓発活動 12月11日 新潟市内
県議会拉致議連主催の拉致問題街頭啓発活動に合わせて、啓発チラシ
等を配布
・実施主体　新潟県

学習会 11月7日 燕市分水公民館

成人講座「つばめ目耕塾」の開催
・拉致問題の概要や新潟県の取り組みについて、ＤＶＤ上映を含めて講
座を開催。
・実施主体　燕市
・講師　新潟県拉致問題調整室職員
・参加人員　約20人

　

職員向け勉強会 8月23日、8月28日 柏崎市役所

・実施主体　（第１部）新潟県、（第２部）柏崎市
・講師　（第１部）新潟県　佐藤康雄氏
　　　　　（第２部）蓮池薫氏
・演題　 （第１部）新潟県出前講座
　　　　　　　・北朝鮮による拉致問題について
　　　　　　　・アニメ「めぐみ」の上映
　　　　　（第２部）拉致問題を考える講演会
・参加人員　１２３人

署名活動 通年
新潟県庁、県内１２地域振興
局

署名台の設置
・実施主体　新潟県

15 新潟県

講演会・集会
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

10月14日 村上市民ふれあいｾﾝﾀｰ
「環境フェスタ２０１７」におけるパネルの展示
・実施主体　村上市
・展示内容　拉致問題に関するパネルほか

新潟地方法務局村上支局
村上人権擁護委員協議会

10月24～10月26日 村上市役所神林支所
・実施主体　村上市
・展示内容　拉致問題に関するパネルほか

新潟地方法務局村上支局
村上人権擁護委員協議会

11月13日～11月17日 新潟日報メディアシップ
横田滋写真展～めぐみちゃんと家族のメッセージ～
・実施主体　あさがおの会、新潟日報社、朝日新聞社、新潟県、新潟市

12月９日～12月10日 新潟日報メディアシップ
拉致問題を考えるパネル展
・拉致被害者等の写真パネル展示、署名活動
・実施主体　新潟県、新潟市、新潟日報社

救う会新潟

12月9日～12月17日 ながおか市民センター

特定失踪者問題・拉致問題を考えるパネル展
・実施主体　新潟県、長岡市
・展示内容　長岡市出身の特定失踪者の中村
　　　　　　　 三奈子さんを中心に特定失踪者、
　　　　　　　 拉致被害者に関するパネル

12月8日～12月15日 広神コミュニティセンター
・実施主体　魚沼市
・展示内容　拉致被害者救出運動パネル

通年 県内（貸出含め60箇所）
拉致問題を考える巡回パネル展
・拉致被害者等の写真パネル展示
・実施主体　新潟県、県内市町村等

パネルの展示
DVDの上映

11月６日～11月13日 胎内市産業文化会館
啓発パネル（新潟県所有）の展示及びアニメ「めぐみ」の上映
・実施主体　新潟県及び胎内市
・展示内容　拉致被害者に関するパネル

10月～11月 県内

「忘れるな拉致 県民集会」ポスターの掲出及びチラシの設置
・実施主体　新潟県及び県内市町村
・配布部数　ポスター 3,000部
　　　　　　　 チラシ 18,000部

11月～12月 県内

啓発週間ポスターの掲出及びチラシの設置（県作成）
・実施主体　新潟県及び県内市町村
・配布部数　ポスター 1,100部
　　　　　　　 チラシ 4,400部

11月～12月 県内
啓発ポスター（法務省作成）の掲出
・実施主体　 新潟県及び県内市町村

15 新潟県

啓発資料

パネル・写真展示
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 粟島浦村内
回覧にて啓発を実施。
・実施主体　粟島浦村
・世帯件数　１６６件

１２月７日～１２月１６
日

県内
啓発ポスターの掲出及びチラシの設置（政府主催事業）
・実施主体　 新潟県及び県内市町村

12月８日、12月15日
津南町役場庁内、

公民館等

・実施主体　津南町
・町職員の関心を高めるため週１回発行の週刊庁内報及びイントラネッ
トに啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載した。

通年 柏崎市役所本庁舎本館

啓発ポスター(政府拉致問題対策本部、新潟県、特定失踪者問題調査会
制作)を市役所本庁舎本館ロビーに掲出した。
・実施主体　柏崎市
・設置数　　　１枚(４種類を四半期毎に交換）

通年 ながおか市民センター
啓発ポスター・パンフレット(新潟県、特定失踪者問題調査会制作)を設置
・実施主体　長岡市
・設置箇所数　１箇所

12月10日～12月16
日

津南町ホームページ
・実施主体　津南町
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

通年 上越市ホームページ
・実施主体　上越市
・掲載内容　拉致問題解決に向けた現状と課題

通年 新潟県ホームページ
・実施主体　 新潟県
・掲載内容　 拉致問題の解決に向けた取組等

通年 柏崎市ホームページ
・実施主体　 柏崎市
・掲載内容　 啓発週間の趣旨、啓発事項

通年 長岡市ホームページ
・実施主体　 長岡市
・掲載内容　 特定失踪者：中村三奈子さんに関する情報提供の呼び掛
け

　

15 新潟県

啓発資料

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月1日 胎内市内

・実施主体　胎内市
・配布物　　 市報「たいない」
・配布部数　10,300部
・掲載内容　啓発の趣旨
　　　　　　　 パネル展及びＤＶＤ上映会の周知

11月 小千谷市内

・実施主体　小千谷市
・配布物　 広報誌「広報おぢや」(11月25日号)
・配布数　　 １３,０００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

12月 魚沼市内

・実施主体：魚沼市
・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

12月 上越市内

・実施主体　上越市
・配布物　広報誌「広報上越」(12月1日号)
・配布数　75,500部
・掲載内容　啓発の趣旨及びパネル展の周知

　

11月中旬～12月中旬 県内
県内鉄道車内での拉致問題に関する啓発ポスター等の掲示
・実施主体　新潟県
・ＪＲ車内（県内主要路線）、えちごトキめき鉄道、北越急行　中吊り広告

12月中旬 新潟市内
バス車内での拉致問題に関する啓発ポスターの掲示
・実施主体　新潟県
・新潟交通バス81台

11月中旬～下旬発
売

県内

雑誌広告による北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知等
・実施主体　新潟県
・雑誌名及び発行数
　　ｷｬﾚﾙ（42,000部）、ﾊﾟｽﾏｶﾞｼﾞﾝ(25,000部)、
　　ｶｯﾄｲﾝ(30,000部)

12月上旬～中旬 県内

広く拉致問題についての関心と認識を深めるため、ラジオ・テレビによる
スポット広告を実施
・実施主体　新潟県
・放送時間帯　一日を通して様々な時間帯
・放送局　ＢＳＮ・ＦＭ新潟等

懸け垂れ幕等 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
・実施主体　新潟県
・横断幕→県庁屋外
・懸垂幕→県庁屋内、地域振興局

15 新潟県

広報誌

列車、地下鉄、バス中吊
り広告

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

ブルーリボンバッジの着
用

３月中旬 新潟県庁、県内市町村

ブルーリボン着用の協力依頼
・実施主体　新潟県
・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、
リボン作成方法等を周知

その他 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
・実施主体　長岡市
・設置場所　長岡市内４箇所

講演会・集会 12月３日（日）
ボルファートとやま

（富山市）

・北朝鮮人権侵害問題啓発講演会
広く同問題についての関心と認識を深めるため、講演会を開催
・実施主体　富山県、富山県地方議員連盟、救う会富山
・講師
　 横田　拓也氏、島田　洋一氏
・演題　緊迫する北朝鮮情勢のもと
・参加人員　約120名

富山県市長会
富山県町村会
富山県人権擁護委員連合会

12月３日（日）
ボルファートとやま

（富山市）
・広く同問題についての関心と認識を深めるため，パネルを展示
・実施主体　富山県

12月10日（日）
～16日（土）

アピタ富山店
（富山市）

・広く同問題についての関心と認識を深めるため，パネルを展示
・実施主体　富山県

12月11日（月）
～15日（金）

富山市役所庁舎

・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
・実施主体　富山市

救う会富山
富山人権啓発活動地域
ネットワーク協議会

DVD上映会 12月３日（日）
ボルファートとやま

（富山市）
上記講演会において、「～メッセージ～家族たちの思い」を上映

啓発資料
12月11日（月）

～12月15日（金）
県内

啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　富山県及び県内市町村

12月２日（土） 県内
・掲載内容　下記講演会の開催案内、趣旨
・実施主体　富山県
・配布物　　 北日本新聞

11月20日（月） 富山市内
・配布物　　 広報誌「広報とやま」(11月20日号)
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　富山市

ホームページ
11月27日（月）
～12月2日（土）

富山県ホームページ
・掲載内容　下記講演会の開催案内、趣旨
・実施主体　富山県

15 新潟県

16

広報誌

パネル・写真展示

富山県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

懸け垂れ幕等
12月11日（月）
～15日（金）

富山市役所
（富山市）

・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間　12月10日～16日」と記載した懸垂幕
を掲示
・実施主体　富山市

街頭啓発活動 12月10日
石川県金沢市

金沢駅もてなしドーム前広
場

・拉致啓発物品等の配布
・実施主体　金沢地方法務局、石川県人権擁護委員連合会
・啓発物品配布部数　約500部

石川県、金沢市、救う会石川

パネル・写真展示
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
・実施主体　石川県

DVD放映（常時）
12月10日～12月16

日
石川県庁舎

・拉致問題啓発DVD「めぐみ」の上映
・実施主体：石川県
・放映時間　11：00～14：00

啓発資料
12月10日～12月16

日

石川県庁舎
県出先機関

県内市町庁舎

・北朝鮮人権侵害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
・実施主体：石川県及び県内市町
・配置部数　1,000部（啓発パンフレット）

ホームページ
12月10日～12月16

日
石川県ホームページ

・ホームページに「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の趣旨、啓発事項を
掲載
・実施主体：石川県

12月10日 アピタ福井大和田店（福井市）

広く県民の関心と認識を深めるため，拉致問題啓発展を開催し，写真パ
ネル，「美浜事件」証拠品等を展示。
・実施主体　福井県，福井県警察本部

福井県警察
福井新聞社

12月8日～12月15日 大野市役所市民ホール
美浜事件パネル展示、アベック拉致容疑事案パネル展示、啓発チラシ、
パンフレット配布。
実施主体：大野市、福井県大野警察署

12月8日～12月15日 あわら市役所
人権侵害問題について関心と認識を深めるため、市役所でパネルを展
示した。
・実施主体　あわら市

あわら警察署、あわら市沿岸警備協力隊

パネル写真展示
ＤＶＤ上映会

12月10日 アピタ福井大和田店（福井市）
拉致問題に関するＤＶＤを上映。
・実施主体　福井県，福井県警察本部

12月9日
おばまショッピングセンター

（小浜市）

広く県民の関心と認識を深めるため，ショッピングセンター出入口付近で
啓発物を配布。
・配布物　啓発チラシ、啓発物
・実施主体　福井県嶺南振興局

小浜市
福井地方法務局

街頭啓発活動

パネル写真展示

18

16

17 石川県

福井県

富山県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月10日
アピタ福井大和田店（福井

市）

広く県民の関心と認識を深めるため，ショッピングセンター出入口付近で
啓発物を配布。
・配布物　啓発用チラシ（県作成），啓発物，ブルーリボン
・配布数　６００部（合計）
・実施主体　福井県

福井地方法務局
福井県人権擁護委員連合会
福井県警察
救う会福井

10月7日・8日 小浜市川崎
食のまつりに併せ署名活動を実施
・実施主体：小浜市

救う会福井

10月21日 たけふ菊人形会場

多くの人が集まるたけふ菊人形会場にて、署名活動、啓発ポスター掲
示、啓発チラシ配布。
・署名　640筆
・実施主体　救う会福井、越前市

救う会福井
武生人権擁護委員協議会

講演会・集会 10月9日 小浜市文化会館
啓発集会の開催。
・実施主体：救う会福井

福井県
小浜市
敦賀市
若狭町

演劇公演・コンサート 12月1日 小浜市文化会館
啓発劇「めぐみへの誓い―奪還」公演
実施主体：拉致対策本部、福井県、小浜市

１１月～１２月 福井県および福井県内市町
広く同問題についての関心と認識を深めるため，県が啓発週間チラシと
ブルーリボンを作成し，市町や関係機関，街頭啓発等で配布。
・実施主体　福井県

福井地方法務局
福井県人権擁護委員連合会
県内各市町

12月上旬 福井県および福井県内市町
広く同問題についての関心と認識を深めるため，啓発週間ポスターを掲
出し，県が作成した啓発週間チラシを配布。
・実施主体　福井県および福井県内市町

福井地方法務局
福井県人権擁護委員連合会
県内各市町

12月10日～12月16
日

敦賀市役所
公民館等公共施設

市民が利用する施設に「啓発ポスター」
「拉致問題に関するポスター」を掲示する。
・実施主体　敦賀市

12月10日～12月16
日

敦賀市役所
市役所市民ホールに「啓発チラシ」を設置する。
・実施主体　敦賀市

12月11日 敦賀市役所
美浜事件の資料展示
実施主体：小浜市、敦賀警察署

12月15日 小浜市役所
美浜事件の遺留品の展示
・実施主体：小浜市、県警小浜署

街頭啓発活動

18

啓発資料

署名活動

福井県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月4日 鯖江市嚮陽会館

「女と男輝くさばえフェスタ」会場でのポスター掲示・チラシ配布・写真パ
ネル展示
・配布部数　300部
・事業主体　さばえ男女共同参画ネットワーク・鯖江市

鯖江市人権擁護委員
鯖江警察署

12月上旬 あわら市内
広く同問題について関心と認識を深めるため、公民館等市民の目につき
やすい場所に拉致啓発ポスターを掲示。
・実施主体　あわら市

9月～12月 越前市公共施設
市民が利用する施設に啓発ポスターを掲示。
・実施主体　越前市

9月～12月 越前市
「拉致・特定失踪者問題の早期解決を願う福井県集会」チラシの掲示お
よび配布。
・実施主体　越前市

11月～12月 坂井市役所及び各支所

１２月の「人権週間」に合わせて啓発資料の掲示及び配置。
・本庁舎，各支所に啓発ポスターを掲示。
・本庁，支所の窓口に啓発チラシの配置。ブルーリボンの配布。
・実施主体　坂井市

11月～12月 永平寺町内公共施設
啓発週間ポスターを掲示
・実施主体　永平寺町

11月～12月 永平寺町役場本庁・各支所
啓発チラシの窓口設置
・実施主体　永平寺町

11月～12月 池田町役場本庁
啓発ポスターの掲示。啓発チラシを配布。
・実施主体　池田町

11～12月 南越前町内
啓発週間ポスターを掲示し、啓発週間チラシ、ブルーリボンを配布する。
・実施主体　南越前町

11月～12月 越前町内
　啓発週間ポスター掲示
　（本庁・各コミュニティセンター・生涯学習センター）
・実施主体　越前町

11月24日～30日
越前町生涯学習センター
（11月26日青少年健全育

成大会会場）

啓発ポスターを人権作文・ポスター展示パネルに掲示。
・実施主体　越前町

12月 美浜町内公共施設
啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　美浜町

18

啓発資料

福井県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 高浜町内

広く当問題についての関心と認識を深めるため，啓発週間ポスターを町
内公民館等にて掲示し，チラシやブルーリボンなどを役場窓口等にて配
布する。
・実施主体　高浜町

12月
おおい町役場窓口

名田庄総合事務所窓口
啓発ポスターの掲出。
・実施主体　おおい町

11月～12月
若狭町公共施設

（三方庁舎・上中庁舎）
啓発週間ポスター、チラシ等の掲示。
・実施主体　若狭町

継続実施 福井県ホームページ
広く県民の関心と認識を深めるため，県ホームページに掲載している。
・実施主体　　福井県

11月～12月 鯖江市ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　鯖江市

11月27日～12月16日 あわら市ホームページ
拉致問題について関心と認識を深めるため、人権週間と併せてホーム
ページで周知した。
実施主体　あわら市

啓発週間
　（12月10日～16日）

越前市ホームページ
越前市トピックス

広く同問題についての関心と認識を深めるため、市ホームページに掲載
し、周知。
・実施主体　越前市

12月 越前町ホームページ
掲載内容：啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　越前町

11月下旬 福井市内全域

広く拉致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。
自治会などを通じて配布するほか、市内の公共施設や各公民館、郵便
局、指定金融機関、コンビニエンスストアにも配置する。
・配布物：広報紙「市政広報ふくい」（１１月２５日号）
・配布数：８７，０００部
・実施主体：福井市

11月24日発行 勝山市内

・配布物　　　「広報かつやまお知らせ版」（11月号）
・配布数　　　8,400部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　勝山市

18

啓発資料

広報誌

福井県

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 鯖江市内

・配布物　　広報紙「広報さばえ」１２月号
・配布数　　２２，５００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　鯖江市

11月15日発行 越前市内

広く同問題についての関心と認識を深めるため、啓発週間ポスターを掲
出し、広報誌に同週間の趣旨、啓発事項を掲載。
・配布部数　全戸配付
・実施主体　越前市

12月 坂井市内

・配布物　　 広報紙「広報さかい」（11月号お知らせ版）
・配布数　　 全戸配布（約３１，０００部）
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項
・実施主体　坂井市

12月 永平寺町内

・配布物　永平寺町広報誌(12月号)
・配布数　6,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　永平寺町

１１月～１２月 池田町内

・配布物「広報いけだ」11月号
・配布数１，０００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　池田町

11月25日 南越前町内

・配布物　広報紙「南えちぜん」（１２月号）
・配布数　約３，５００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　南越前町

12月 越前町内
広報誌の配布
・配布部数　7,500部
・実施主体　越前町

11月末頃 高浜町内

広く当問題についての関心と認識を深めるため，広報誌に啓発週間の
趣旨，啓発事項を掲載し，町内各戸に配布する。
・配布物　広報誌「広報たかはま」（１２月号）
・配布数　４，０００部（町民への各戸配布）
・実施主体　高浜町

18

広報誌

福井県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月～12月 南越前町内
町内ＣＡＴＶによりＤＶＤアニメ「めぐみ」を放映
・実施主体　南越前町

12月1日～16日 南越前町内
町内ＣＡＴＶ文字放送
・実施主体　南越前町

週間中 福井県嶺南振興局（小浜市）
県嶺南振興局庁舎に本啓発週間を周知する懸垂幕を設置。
・実施主体　福井県

12月10日～16日 鯖江市役所
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の横断幕を市庁舎外壁に設置し、啓
発を行う。
・実施主体　鯖江市

鯖江市人権擁護委員

通年 福井県
広く同問題についての関心と認識を深めるため，年間を通して職員がブ
ルーリボン・バッジを着用。
・実施主体　福井県

12月3日 あわら市中央公民館
人権週間に合わせ、人権問題全般に関する啓発活動を行う際に、ブ
ルーリボンを着用。
・実施主体　あわら市

人権擁護委員協議会あわら市部会

通年 越前市
市職員が、ブルーリボンを着用。
・実施主体　越前市

１２月１０日～１６日 鯖江市内

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」のマグネットシートを公用車に貼り、市
内を巡回して啓発を行う。
・実施主体　　鯖江市
・広報車台数　１台

啓発週間
（12月10日～16日）

越前市内
広く同問題についての関心と認識を深めるため、公用車に啓発週間のマ
グネットを貼り付け周知。
・実施主体　越前市

その他 12月4日 南越前町
広報テープを流しながら町内を巡回
・広報車台数　1台
・実施主体　南越前町

懸け垂れ幕等

18

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

公用車への啓発マグネッ
ト・ステッカーの貼付け

ブルーリボン・バッジの着
用

福井県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月18日～19日 小瀬スポーツ公園
人権啓発ふれあいフェスティバルにおいて北朝鮮人権侵害問題を含む
人権啓発パネルの掲示。
・実施主体　山梨県　山梨県人権啓発活動ネットワーク協議会

甲府地方法務局
山梨県人権擁護委員協議会
甲府市

12月6日～19日
北公民館と南公民館（甲府

市）

人権啓発パネル展において北朝鮮人権侵害問題を含む人権啓発ポス
ターの掲示。
・実施主体　山梨県　甲府市

啓発資料 11月～12月 県内
啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　山梨県及び県内市町村

ホームページ 通年 山梨県ホームページ
・実施主体　山梨県
・掲載内容　啓発週間の趣旨

11月18日 松本市音楽文化ホール
・吉田直矢（横田めぐみさん同級生）チャリティ―コンサートと横田哲也さ
ん講話
・実施主体　吉田直矢チャリティーコンサート㏌信州・松本実行委員会

2018年1月20日 更埴文化会館
・実施主体　千曲市
・拉致被害者による講演

人権のつどい 平成29年12月3日 安曇野市　豊科公民館
全国中学生人権作文コンテストの市内優秀作品表彰・発表と、下記の講演会を開催。
講師：蓮池 薫さん
演題：「夢と絆」

安曇野市教育委員会
松本人権擁護委員協議会安曇野部会
安曇野市企業人権教育推進協議
安曇野市男女共同参画推進会議

DVD上映会 2月1日 松本市和田町公民館
・ＤＶＤ「めぐみ」上映会
・実施主体　和田地区人権啓発推進協議会

街頭啓発活動 平成29年6月～11月 安曇野市内　5地区
広く同問題についての関心と認識を深めるため、市内のイベントにて啓発物品を配布し、
「北朝鮮人権侵害問題啓発」を含めた人権啓発活動を実施。
配布物　うちわ800枚、ホイッスル1800個

松本人権擁護委員協議会安曇野部会、安曇野
市男女共同参画推進会議、安曇野地区保護司
会

署名活動 12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した。
実施主体：長野県

11月～12月 飯田市施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　飯田市
・掲出施設　８施設

　

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
生涯学習センター

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　伊那市
・ポスター10枚

講演・集会

長野県20

啓発資料

パネル・写真展示

山梨県19
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月～12月
須坂市役所、各地域公民

館　他各施設

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）
ポスター配布部数　１０枚

長野地方法務局

平成29年12月10日～
平成30年12月16日

安曇野市庁舎、支所、図書
館

広く同問題についての関心と認識を深めるため、啓発週間ポスターを市役所本庁舎、支
所、図書館に掲出。
設置個所　関連施設10か所

11月～12月
千曲市庁舎内

公民館
小・中学校

法務局から配布された啓発週間ポスターを掲示
・実施主体　長野県及び県内市町村（千曲市）
・掲示部数　25枚

12月8日～12月18日 小海町庁舎掲示板 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

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 総務課庶務人事係

１１月～１２月 飯島町内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　長野県及び県内市町村

11月～12月
山ノ内町役場庁内

山ノ内町文化センター内

・啓発週間ポスター・チラシの掲示
・実施主体　長野県及び県内市町村
・ポスター掲載数８枚（法務省より送付）
・ チラシ配布部数2枚（法務省HPよりダウンロード）

11月～12月
原村役場庁舎、中央公民
館、地域福祉センター、図

書館
　啓発ポスターの掲示

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した。
実施主体：長野県

11月 千曲市ホームページ
・実施主体　千曲市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発週間チラシ

長野県20

啓発資料

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１１月１６日号 上田市全戸配付
・事業主体　上田市
・啓発週間の趣旨を掲載
・発行部数５９，０００部

11月～12月 飯田市内

・広報誌「広報いいだ」11月15日号
・実施主体　飯田市
・配布物　35,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月1日 大町市内

・実施主体　大町市
・配布物　　 広報誌「広報おおまち」（１２月号）
・配布数　　 ９，１００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

12月 軽井沢町内

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
事を掲載する。
・実施主体　軽井沢町
・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

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４，０００部）
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

11月 山ノ内町内

・実施主体　山ノ内町
・配布物　広報誌「広報やまのうち」11月号
・配布数　4350部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、拉致問題概要

ケーブルテレビ文字放
送、広報誌掲載による周
知・広報

文字放送：12/1～
12/16

広報誌掲載：11/20
発行分

小谷村内

村ケーブルテレビ及び広報誌にて啓発週間の趣旨、啓発事項の周知、
広報を実施。
・実施主体　小谷村
・ケーブルテレビ加入及び広報誌配付世帯
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約1,200世帯

懸垂幕の設置 12月11日～12月18日 長野県内
広く同問題についての関心と認識を深めるため、主な県の庁舎に懸垂幕
を設置した。

長野県20

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

平成29年9月18日
長野市小田切地区

吉窪公民館

地区の人権教育指導員が、人権・男女共同参画課で貸し出しているＤＶ
Ｄ「めぐみ－北朝鮮による日本人拉致問題アニメ－」の視聴及び研修会
を行った。

平成30年1月7日
長野市信州新町地区

西部公民館

地区の人権教育指導員が、人権・男女共同参画課で貸し出しているＤＶ
Ｄ「めぐみ－北朝鮮による日本人拉致問題アニメ－」の視聴及び研修会
を行った。

１２月９日(土）
マーサ２１

（岐阜市内大型ショッピング
センター）

人権啓発フェスティバルの中で、拉致問題啓発ポスターの掲示、リーフ
レット、ブルーリボンの配布を実施

岐阜地方法務局、岐阜市等

通年 県庁舎内 拉致問題啓発ポスターの掲示

啓発資料 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、啓発週間チラシを配布した。
・実施主体：静岡県及び県内市町

　

ホームページ 通年 静岡県ホームページ
・実施主体：静岡県
・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。啓発週間を強調した取組を進めた。

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ページを掲載し，政府拉致問題対
策本部のほか，救う会，愛知県警の関連WEBへのリンクを行っている。
・実施主体　愛知県

通年 豊川市ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項
・実施主体　豊川市

12月 県庁連絡通路
・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターパネルを掲出
・実施主体　愛知県

12月 あいち人権啓発プラザ

・啓発週間内において期間展示を実施し、ポスター、年表の掲出や、関
連書籍・パンフレットの設置のほか，アニメ「めぐみ」や「ご家族のメッセー
ジ」等の映像を放映。
・実施主体　愛知県

愛知県人権推進室

啓発資料

その他

パネル・写真展示

ホームページ

23

長野県20

愛知県

21 岐阜県

22 静岡県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月～12月 愛知県内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　愛知県及び県内市町村

11月～12月 豊川市役所管内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　豊川市

12月5日 豊川市役所ロビー

・名古屋法務局長から市のキャラクター（いなりん）を人権広報大使とし
て任命し、人権キャラクター（まもる君・あゆみちゃん）とともに啓発活動
に参加した。
・啓発週間ポスターを「チラシ」として印刷（A４版）し、人権週間での啓発
と合わせて市民に配布した。（２５０枚）
・実施主体　豊川市

11月～12月 愛西市内各施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　愛西市

12月4日
鳥羽市内

（近鉄鳥羽駅）

人権週間街頭啓発時に合わせ、近鉄鳥羽駅周辺にて啓発週間チラシを
配布した。
・実施主体　鳥羽市・鳥羽警察署
・配布部数　500部（チラシ）

三重県（南勢志摩地域活性化局）
津地方法務局伊勢支局
鳥羽市教育委員会
鳥羽市人権擁護委員会

12月4日
志摩市内

（イオン阿児店）

・実施主体　志摩市
・配布数　500部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

三重県
鳥羽警察署
津地方法務局伊勢支局
伊勢人権擁護委員協議会

12月11日～15日
県本庁舎

（1階県民ホール）

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。
・実施主体　三重県

12月11日～15日
県本庁舎

（1階県民ホール）

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。
・実施主体　三重県

あさがおの会

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。
・実施主体　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。
・実施主体　三重県及び県内各市町

ＤＶＤ上映会 12月11日～15日
桑名市人権センター

展示室
・実施主体　桑名市
・ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」適宜上映

街頭啓発活動

23

パネル・写真展示

啓発資料

24 三重県

愛知県

啓発資料
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

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
・実施主体　三重県

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

12月 伊勢市内

・実施主体　伊勢市
・配布物　　広報紙「広報いせ」（12月1日号）
・配布数　　約53，000部
・掲載内容　啓発週間の主旨、啓発事項

12月 志摩市内

・実施主体　志摩市
・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

12月7日～20日 三重県内
県データ放送「暮らしの便利帳」に、当該週間の趣旨及びパネル展の案
内等を掲載した。
・実施主体　三重県

12月8日 三重県内
三重テレビで、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。
・実施主体　三重県

12月8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。
・実施主体　三重県

12月10日～16日 伊勢市内
CATV伊勢市行政チャンネルにおける文字放送での周知・広報
・実施主体　伊勢市

12月10日～16日 鳥羽市内
鳥羽市行政チャンネルによるテレビ広報
・実施主体　鳥羽市・鳥羽警察署

12月10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
・実施主体　志摩市

館内放送 12月11日 三重県内
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。
・実施主体　三重県

ブルーリボンバッジの着
用

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。
・実施主体　三重県

24 三重県

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

ホームページ

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

講演会 H29.12.16 愛知川公民館（愛荘町）

・実施主体　・愛荘町、愛荘町教育委員会
　　　　　　　 ・愛荘町人権教育推進協議会
・講師　蓮池　薫
・演題　「夢と絆」　～奪われた人生～
・参加人員　約３４０名

パネル・写真展示 １２月１１日～１５日
県庁内

新館２Ｆ渡り廊下
・実施主体　滋賀県
・展示内容　啓発週間パネル、拉致問題関係パネル等展示

庁内放送 12月13日
県庁内 ・実施主体　滋賀県

・実施内容　庁内放送にて週間について放送

11月～12月 滋賀県内
・啓発週間ポスターを配布し、掲出
・実施主体　滋賀県および県内市町
・配布部数　６００枚

ポスター配布先：県機関、県内学校、警察、市
町

12月 大津市公共施設内 啓発週間ポスターを掲出し、チラシを設置した。

11月～12月
長浜市庁舎内
関係施設等

法務省作成の啓発週間ポスターを、市内各施設等に配布し掲出した。

11月～12月
近江八幡市：庁内および市

内

啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　近江八幡市
・配布部数　15部

市内コミュニティゼンター

１１月末 草津市内
市内施設に啓発ポスターを掲示
実施主体：草津市

12月10日～16日 栗東市役所庁舎内
啓発週間ポスターを掲出し、チラシを設置

12月 甲賀市
啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　滋賀県及び県内市町村

11月～12月 湖南市内
啓発週間ポスターを掲出する。
・実施主体　滋賀県及び県内市町村

11月～12月
高島市本庁及び各支所 市内各支所６カ所に啓発週間ポスターを掲出

実施主体：高島市

12月
東近江市役所本庁舎内
（3箇所）及び各支所（6個

所）、各コミュニティセンター
（14箇所）

啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　東近江市
・配布部数　23部

11月～12月 米原市内公共施設など 啓発週間のポスターを掲出し啓発を配布を行った。

啓発資料

25 滋賀県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１２月１１日～１５日
滋賀県職員共通事務端末

（パソコン）

・実施主体　滋賀県
・実施内容　滋賀県職員共通事務端末のログオン画面に週間啓発ポス
ター表示により、啓発、周知

１２月１１日～１５日
滋賀県職員共通事務端末

（パソコン）

・実施主体　滋賀県
・実施内容　滋賀県職員共通事務端末の職員向けお知らせに週間につ
いて、啓発、周知

１２月１日から１６日 草津市ホームページ
市ホームページに掲載
法務省の関連ページにリンク
実施主体：草津市

１２月１日から１６日 守山市ホームページ
・実施主体　守山市
・掲載内容　拉致問題とは、啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 栗東市ホームページ
実施主体　栗東市
掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月1日～31日 湖南市ホームページ
啓発週間の趣旨、啓発事項について市ホームページへ掲載する。
・実施主体　滋賀県及び県内市町村

H29.12.10～16 竜王町ホームページ
・実施主体　竜王町
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項（法務省HPへリンク）

11月～12月 滋賀県内

・実施主体　滋賀県
・配布物　広報誌「滋賀プラス１」（１１、１２月号）
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月1日発行 草津市内
広報誌を媒体とする周知・広報を実施
広報配布数　約５８，４００部
実施主体：草津市

12月 守山市内

・実施主体　守山市
・配布物　『広報もりやま』(12月1日号)
・発行部数　25,700部
・掲載内容　拉致問題とは、啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 栗東市内

実施主体　栗東市
配布物　広報誌「りっとう」(12月号）
配布数　27,500部
掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月1日発行 湖南市内
啓発週間の趣旨、啓発事項について市広報誌へ掲載する。
・実施主体　滋賀県及び県内市町村
・配布部数　22,000部

広報誌

ホームページ
25 滋賀県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 米原市内

実施主体　米原市
配布物　　　『広報まいばら』(12月1日号)
発行部数　13,500部
掲載内容　啓発週間の趣旨等

ケーブルテレビ 12月10日～16日 米原市内 啓発週間の趣旨、啓発事項をケーブルテレビにて放映し啓発を行った。 米原警察署

電光掲示板・動画広告モ
ニター

12月10日～16日 ＪＲ南草津駅
ＪＲ南草津駅電光掲示板に掲示
実施主体：草津市

懸け垂れ幕等 １２月 長浜市庁舎窓口
毎月、人権に関する月間・週間等を三角柱にて啓発しているが、その一
環として、「１２月の人権」の中で「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を掲
載し、啓発した。

図書コーナー
11月18日～１２月16

日
市立長浜図書館 啓発週間中、図書館にブースを設け、関係図書を展示し啓発した。 市立長浜図書館

その他（行政無線） 12月10日 米原市内
啓発週間の趣旨、啓発事項を防災行政無線にて呼び掛けを行った。
放送時間帯　10：00
回数　1回

米原警察署

8月～９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
・実施主体　京都府

11月26日 京都テルサ
・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
・実施主体　京都府

12月14日～18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
・実施主体　京都府

横田めぐみさんご家族支援の会（あさがおの
会）

12月10日
イオンモール京都桂川

３階　イオンホール

・人権イベントにおいて、啓発週間ポスター・啓発パネル等を掲出した人
権パネル展を同時開催
・実施主体　向日市

京都地方法務局（啓発パネル借受）

パネル・写真展示

広報誌

京都府26
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 京都府内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出及びチラシの配架
・実施主体　京都府及び府内市町村

　

8月23日 宇治市文化センター
・啓発ポスターの掲示
・実施主体　宇治市

城南人権擁護委員協議会
宇治市部会

11月23日 宇治市生涯学習センター
・啓発ポスターの掲示
・実施主体　宇治市

城南人権擁護委員協議会
宇治市部会

通年 京都府ホームページ
・啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　京都府

通期 京田辺市ホームページ
・啓発週間の趣旨・啓発事項
・実施主体　京田辺市

町ホームページ・文字放
送による周知・広報

12月10日～16日
町ホームページ
町有線テレビ

・表示内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・ホームページ　最新情報として掲載
・文字放送　文字放送時間帯掲載
・実施主体　与謝野町

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）
・実施主体　京都府
・配布数　約119万部

11月 福知山市内

・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・広報誌「広報ふくちやま」（１１月号）
・実施主体　福知山市
・配布数　　32.900部

12月 福知山市内
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・男女共同参画センター情報誌「はばたき」
・実施主体　福知山市

12月 京丹後市内
・広報誌「京丹後おしらせ版12月10日号」
・実施主体　京丹後市
・配布数　20.350部

　

12月8日
町内各戸、公民館、

公共施設

・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・広報よさのお知らせ版（12月号）
・実施主体　与謝野町
・配布数　7,700部

　

広報誌

啓発資料

ホームページ

京都府26
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

12月11日～17日 京都府内全域

・放送時間帯　午前（月～金曜　7:49/土曜　11:29/日曜　10:10）
・回数　１回
・ＫＢＳ京都ラジオ「きょうとほっと情報」
・実施主体　京都府

12月9日～16日 京都駅前
・啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　京都府

11月～12月 京田辺市役所
・来客者向け案内ビジョンによる周知・広報
・実施主体　京田辺市

館内放送 12月8日 京都府本庁舎
・啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　京都府

メールマガジン 12月10日 メールマガジン登録者
・表示内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・インターネット、携帯電話登録者への送信
・実施主体　与謝野町

その他 12月10日～15日 京都府庁旧本館
・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
・実施主体　京都府

演劇公演・コンサート
（PV含む）

12月10日
ＪＲ大阪駅　時空（とき）の

広場

ヴァイオリニスト五嶋　龍（ビデオメッセージ）
山口　采希（ミニコンサート）
国民の集いＰＲ
実施主体：大阪府・大阪市

大阪市

12月16日 ピースおおさか
啓発映画「めぐみ」上映
実施主体：大阪府・大阪市

大阪市

2月17日 KKRホテル大阪
拉致問題を考える国民の集い
実施主体：政府拉致問題対策本部・大阪府・大阪市・府内全市町村

大阪市・府内全市町村

12月18日 茨木市市民総合センター

・実施主体　茨木市人権センター
・講　　　師　蓮池　薫
・演　　　題　「夢と絆」
・参加人員　約４００名

主催：茨木市人権センター
共催：茨木市
共催：茨木市教育委員会

12月14日
東大阪市立男女共同参画
センター　イコーラムホール

・高岡　達之（読売テレビ放送　報道局　解説委員）さんによる講演会「知っておき
たい　拉致問題」　　参加者190人
・実施主体　東大阪市
・講演会に伴うポスター配布部数150枚、チラシ配布部数3500枚

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

京都府

大阪府

電光掲示板・動画広告モ
ニター

講演会・集会

26

27
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 ピースおおさか
・内容　映画「めぐみ」上映
・実施主体　大阪府と共催（河内長野市）

12月2日、12月3日、
12月6日、12月7日

平和祈念資料館(吹田市)
・実施主体　吹田市
・上映内容　ドキュメンタリー「めぐみ」
・参加人数　105名

12月13日～15日 泉大津市庁舎1階ロビー
実施主体：泉大津市
ＤＶＤ：アニメ「めぐみ」の上映
参加人数：200人

12月９日～12月16日
柏原市立男女共同参画

センターロビー

・実施主体　柏原市
・ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」
・参加人数　延べ３００名

12月11日～1月26日 太子町役場
・実施主体　太子町
・DVD　アニメ「めぐみ」
　開庁時間である９時～１７時３０分の間、常時上映

　

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
・主催　四條畷市
・内閣官のDVDを市民総合センター一階ロビーにて放映

12月11日～12月15
日

泉南市役所本庁 北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ「めぐみ」のＤＶＤを上映する

街頭啓発活動
12月10日～12月16

日

咲洲庁舎、大阪市役所、ドーンセ
ンター、中之島図書館、ピースお

おさか、大阪水上バス、とんぼりク
ルーズ、湊町リバープレイス、和泉

シティプラザ

ブルーリボンライトアップ
実施主体：大阪府・大阪市

大阪市

12月12日～12月16日 府立中央図書館
パネル展示
実施主体：大阪府・大阪市

大阪市

12月1日～12月11日
千早赤阪村内
くすのきホール

・実施主体　千早赤阪村
・展示内容　拉致問題に関するものを含む
　　　　　　 　 人権全般

11月20日～24日 高石市庁舎ロビー
・拉致被害者に関するパネル展示
・実施主体　高石市

　

11月13日～24日 豊中市庁舎
・実施主体　豊中市
・展示内容　北朝鮮人権侵害問題啓発パネルの展示

ＤＶＤ上映会

DVD放映（常時）

パネル・写真展示

大阪府27
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月28日～12月4日 吹田市役所
・実施主体　吹田市
・展示内容　拉致被害者に関するパネル等

12月2日～8日 箕面市庁舎
・実施主体　箕面市
・展示内容　内閣官房拉致問題対策本部より借り受けた拉致問題パネ
ル展示セット

12月9日～16日 みのおキューズモール
・実施主体　箕面市
・展示内容　内閣官房拉致問題対策本部より借り受けた拉致問題パネ
ル展示セット

12月13日～15日
泉大津市庁舎
1階市民ロビー

実施主体：泉大津市
展示内容：北朝鮮拉致被害者救出運動写真パネル展

大阪ブルーリボンの会

12月11日～12月15
日

八尾市役所本館１階　市民
ロビー

・パネル枚数　48枚
・実施主体　大阪府（八尾市）

12月6日 メセナひらかた会館　
・実施主体：枚方市
・展示内容：拉致被害者に関するパネル展示
「拉致問題を考えるパネル展」を実施した。

・特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会
・大阪ブルーリボンの会

通年 富田林市ホームページ
・実施主体　富田林市
・掲載内容　啓発事項

　

12月 河内長野市ホームページ
・内容　ホームページへ啓発週間の趣旨や啓発事項の掲載
・実施主体　河内長野市

12月1日～16日 和泉市ホームページ
・実施主体　和泉市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

　

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

11月1日～12月16日 高石市ホームページ
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」（12月10日～16日）について周知、広
報を実施
・　実施主体　　高石市

11月～12月 吹田市ホームページ
・実施主体　吹田市
・掲載内容　啓発週間の周知

11月～12月 高槻市ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　高槻市

ホームページ

パネル・写真展示

大阪府27
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政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月1日～ 泉南市webサイト 北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての記事を掲載する

通年　
泉佐野市

ホームページ
内容：啓発週間の周知・認識促進の呼びかけ
実施主体：泉佐野市

12月 岸和田市内

・広報紙「広報きしわだ」12月号全戸配布
・実施主体　岸和田市
・配布部数　76,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 熊取町内

・実施主体　熊取町
・配布物　　 広報くまとり（１２月号）
・配布数　　 １６，５００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

1２月 熊取町内

・実施主体　熊取町・熊取町教育委員会・熊取町人権協会
・配布物　　 しあわせへの道（第１１１号）
・配布数　　 １６，５００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、貸出し用啓発ビデオ・ＤＶＤの紹介

12月 交野市内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の内容を広報誌12月号に掲載
・実施主体　交野市
・配布部数　約30,000部

2月 交野市内
・「拉致問題を考える国民の集いin大阪」の内容を広報誌2月号に掲載
・実施主体　交野市
・配布部数　約30,000部

大阪府

12月 阪南市内

・広報誌による周知
・実施主体  大阪府（阪南市）
・配布物 広報はんなん12月号
・配布数　23,700部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

　

12月号 摂津市内

・実施主体　　　摂津市
・配布物　　　　「広報せっつ」12月号
・配布数　　　　46,200部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

　

12月 　池田市内

　この期間を広く周知・広報することにより、北朝鮮人権問題に対する関
心と認識を深めるために広報誌に掲載する。
・実施主体　池田市
・配布物　広報誌「広報いけだ」（12月1日号）51,000部

広報誌

ホームページ

大阪府27
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政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

９月 藤井寺市内

・実施主体　藤井寺市
・配布物　広報ふじいでら（9月号）
・配布数　32,300部
・掲載内容　拉致問題に関する講演会等の開催内容を掲載

12月 羽曳野市内
・市広報紙において北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨を周知啓発
・実施主体　羽曳野市
・配布数　46,000部

12月 忠岡町内

・実施主体　忠岡町
・配布物　　 「広報ただおか」１２月号
・配布数　　 7,600部
・掲載内容　拉致問題に関する周知

12月 河内長野市内
・内容　広報へ啓発週間の趣旨や啓発事項の掲載
・実施主体　河内長野市
・配布数　　47,000部

12月 太子町内

・実施主体　太子町
・配布物　広報誌「広報太子」１２月号
・配布数約５,０００部
掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月1日～16日 和泉市内

・実施主体　和泉市
・配布物　「広報いずみ」12月号
・配布数　　73,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 門真市内

・実施主体：門真市
・配布物：「広報かどま」（12月号）
・配布数：66,500部
・掲載内容：啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 市内全域

・実施主体　寝屋川市
・配布物　広報ねやがわ
・配布数　115,000部
・掲載内容　映画「めぐみ」上映会の告知

12月号 茨木市内全戸配布
１２月１０日～１６日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知。

11月号（11月6日発行） 高石市内

・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」（12月10日　～16日）について周知、
広報を実施
・実施主体　高石市
・配布物：広報たかいし　配布数：24500部

広報誌

大阪府27
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政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月号 豊中市内

・実施主体　豊中市
・配布物　広報誌「広報とよなか」12月号
・配布数　199,600部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

　

12月　 豊能町内

広く同問題についての関心と認識を深めるため、広報誌を媒体とする周
知・広報を実施した。
・実施主体　豊能町
・配布物　広報「とよの」
・配布数　約8,300部

　

　12月　 吹田市内

・実施主体　吹田市
・配布物　広報誌「市報すいた」(12月号)
・配布部数　17万7600部
・掲載内容　啓発週間の周知

　

12月 箕面市内

・実施主体　箕面市
・配布物　　広報誌「もみじだより」12月号
・配布数　　市内全戸
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

　

１2月号 守口市広報誌 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

２月号 守口市広報誌 「拉致問題を考える国民の集いin大阪」

12月 高槻市内

・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　高槻市
・配布物　　広報誌「たかつきＤＡＹＳ」（１２月号）
・配布数　　約16万2千部

12月 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、広報誌に同週間の趣旨を記載。
・配付物　八尾市政だより12月号（11月20日号）
・実施主体　大阪府（八尾市）
・発行部数　105,500冊

11月 枚方市内

・実施主体　枚方市
・配布物　広報誌「広報ひらかた」（11月号）
・配布数　18万5,127部
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間事業の一環として実施する
パネル展の案内

特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会

12月1日～ 広報物配架場所
市広報誌「広報せんなん」に、北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての
記事を掲載する

広報誌

大阪府27
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月9日 すばるホール（富田林市）

「2017とんだばやし人権フェア」での啓発週間ポスター掲出、啓発週間チ
ラシ配布
・実施主体　富田林市
・配布部数　１部（ポスター）50部（チラシ）

人権擁護委員

12月1日～12月28日 能勢町庁舎
・啓発週間ポスターを掲示し啓発週間チラシを配布した。
・実施主体 能勢町
・チラシ配布部数 50部

　

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
・実施主体　岸和田市
・掲出枚数　約50枚

　

11月12日 煉瓦館（熊取交流センター）

人権学習会開催時の啓発チラシに「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の記事を掲
載。
・実施主体　熊取町・熊取町教育委員会・熊取町人権協会
・配布部数　２００部

　

12月2日
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チラシ配布
・実施主体　交野市
・配布部数　100枚

交野市人権協会

12月
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
・実施主体　交野市

12月2日 阪南市立文化センター

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　大阪府（阪南市、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市地区委員会、阪南市事業所人権問題
連絡会）

12月
島本町立人権文化セン

ター
島本町内

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・チラシ（島本町作成）を町内保育所、幼稚園、小・中学校に配布及び街頭啓発で
配布（4,500部）

　

12月4日～12月8日 羽曳野市役所庁舎

・人権週間パネル展における北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの
掲出
・実施主体　羽曳野市
・ポスター掲示枚数　３枚

通年 河内長野市庁舎
・内容　啓発ポスターの掲示
・実施主体　河内長野市

　

通年
門真市役所人権女性政策

課
啓発コーナー

市役所人権女性政策課啓発コーナーに大阪ブルーリボンの会作成の啓
発リーフレットを設置

12月8日
門真市民文化会館ルミ

エールホール
人権啓発イベントにおいて、大阪ブルーリボンの会作成の啓発リーフレッ
トを配布（約700部）

門真市人権協会
門真市企業人権推進連絡会

パンフレット、ポスター、
情報誌の作成・配布

大阪府27
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年 岬町庁舎内
啓発週間ポスター掲出及び啓発冊子配置
実施主体　岬町

12月 千早赤阪村内
・実施主体　千早赤阪村
・掲載内容  法務省啓発週間ポスターの掲示

　

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、チラシの配布
・実施主体：政府　拉致問題対策本部、法務省
・チラシ配布枚数 　  １５枚
・ポスター掲示枚数　３３枚

寝屋川市地区人権擁護委員会、市内公共施設
３３ヶ所

12月1日～12月28日 松原市庁舎内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　大阪府（松原市）

法務省

12月10日～16日 豊中市内各施設
・実施主体　豊中市
・掲載内容　法務省作成の啓発週間ポスターの掲示

法務省

12月10日～12月16
日

豊能町役場本庁舎内

広く同問題についての関心と認識を深めるため、町役場本庁舎内等へ
啓発ポスターの掲示を実施した。
・実施主体　豊能町
・場所　豊能町役場本庁舎内他
・内容　拉致問題啓発ポスター
・箇所数　１０ヵ所

12月 吹田市役所
・実施主体　吹田市
・実施内容　啓発週間ポスター掲出

12月10日～12月16日 守口市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示 　

12月2日～12月3日 大阪狭山市立公民館
・人権週間事業期間中啓発コーナーにおいてポスターを掲示
・実施主体　　大阪狭山市

大阪狭山市人権協会　

11月～12月 枚方市内公共施設など

人権週間事業のポスター及びチラシに、北朝鮮人権侵害問題啓発週間
事業の一環として実施するパネル展の案内を掲載し、配布した。
・実施主体　枚方市
・配布数　ポスター130枚、チラシ3,000枚

特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会

12月1日～12月16日
柏原市立男女共同参画

センターロビー
・啓発週間ポスターの掲示

12月5日～ 泉南市内掲示板 啓発週間ポスター掲示

パンフレット、ポスター、
情報誌の作成・配布

大阪府27
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年 大東市役所本庁舎内
ポスター　内閣官房拉致問題対策本部作成「必ず　取り戻す」（横田めぐ
みさん版）の掲示

8月19日
大阪ビジネスパーク円形

ホール

北朝鮮向けラジオ放送「ふるさとの風」「しおかぜ」共同公開収録を大阪
府が後援
実施主体：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

大阪市

12月5日 八尾市内
・実施主体　八尾市
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

12月10日～12月16日　 南海貝塚駅前ロータリー 啓発週間の周知 　

12月9日～12月15日 阪南市庁舎
・本庁舎玄関設置の電光掲示板による周知
・実施主体　大阪府（阪南市）
・掲載内容　啓発週間の啓発事項

12月11日～16日 摂津市役所1階ロビー
・実施主体　　　摂津市
・放送内容　　　啓発週間の周知

12月1日～16日 和泉市役所前
・実施主体　和泉市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

11月25日～12月19
日

羽曳野市内公共施設
・市内公共施設に北朝鮮による人権侵害問題に関する標語ののぼり及
びその他人権に関するのぼりを掲出

12月10日～16日 茨木市役所庁舎
市役所庁舎に「１２月１０日～１６日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間で
す」を掲載。

　

啓発グッズ（ポケット
ティッシュ、カイロ、絆創

膏等）の配布
12月

忠岡町役場庁舎内及び町
関係施設

啓発物品（ポケットティッシュ等）の配架 忠岡町人権協会

公用車への啓発マグネッ
ト・ステッカーの貼り付け

12月１日～12月18日 八尾市内

・実施主体　　　八尾市
・公用車台数　　25台
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。

職員向け勉強会 9月7日
グランフロント大阪

ナレッジキャピタル・カン
ファレンスタワーC　８階

公益財団法人人権教育啓発推進センター　平成２９年度　人権啓発指導
者養成研修会に職員１名派遣。
内閣官房拉致問題対策本部事務局より行政説明「北朝鮮による日本人
拉致問題」を受講。

懸け垂れ幕等

パンフレット、ポスター、
情報誌の作成・配布

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

電光掲示板・動画広告モ
ニター

大阪府27
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

街頭啓発活動 12月9日（土） 福崎町エルデホール

福崎町人権・青少年健全育成フェスティバル会場で人権啓発キャンペー
ン実施
【実施主体】福崎町・福崎町教育委員会
【啓発物配布】使い捨てカイロ300個、マスク300個

福崎町教育委員会
人権擁護委員４名

12月
兵庫県立のじぎく会館

（神戸市）

・実施主体　（公財）兵庫県人権啓発協会
・展示内容　拉致問題に関するパネルほか
　　　　　　　　啓発週間チラシの配布

12月 兵庫県公館（神戸市）
・実施主体　兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会
・展示内容　平成29年度「人権のつどい」会場における拉致問題に関す
るパネル展示

ひょうご人権ネットワーク会議、
兵庫県人権啓発活動ネットワーク協議会

１２月９日～１２月１７日 丹波市氷上住民センター

・拉致問題に関する啓発パネルや市内の特定失踪者に関する資料の展
示
・ブルーリボンの配布
【実施主体】丹波市

パネルの展示・ブルーリ
ボンの配布・署名用紙の

配置
常時 兵庫県庁（神戸市）

県庁の来庁者用ロビー（１号館、２号館、３号館の３箇所）に、拉致問題
啓発パネル（津川雅彦氏）を設置、ブルーリボンを自由配布、救う会の署
名簿を配置

12月11日～15日 加西市庁舎 ・ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」

通年 加西市内小学校 ・ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」

12月14日～17日 加東市内
加東市ケーブルテレビにおいて、
ＤＶＤアニメ「めぐみ」を放映。

通年
姫路市人権啓発センター

展示スペース
DVD　 アニメ「めぐみ」の上映 　

11月24～26日 イーグレ姫路アートホール
姫路市人権啓発展における　DVD　 アニメ「めぐみ」の上映及び啓発冊
子の配布

神戸地方法務局姫路市局

通年
姫路市立小･中･特別支援・

高等学校

・実施主体　姫路市立学校
・DVD　 アニメ「めぐみ」
・参加者　市立学校職員・児童生徒･保護者･地域住民

兵庫県教育委員会人権教育課

ＤＶＤ上映

28

パネル展示

兵庫県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１１月～１２月
本庁舎内，消防庁舎内，

上宮川文化センター

啓発週間ポスターを掲出
広報紙による啓発
・実施主体　芦屋市

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出

12月 加西市内
・リーフレット（人権教育啓発推進センター作成）を配布
・配布先　市内小中学校、教育委員、人権擁護委員　他

12月10日～16日 市立公民館等 啓発ポスター「めぐみ」を掲示する。

通年及び
啓発週間 川西市庁舎内
広く拉致問題についての関心と認識を深めるため、市役所1階ロビー等
で啓発ポスターの掲示及びチラシの設置を行う。

法務局
兵庫県
大阪ブルーリボンの会

12月10日から12月
16日とその前後期間

姫路市人権啓発センター
展示スペース

啓発週間ポスターを掲示し、啓発週間チラシ
を配布する

　

11月3日（金・祝） 福崎町エルデホール前
福崎秋まつり会場で人権啓発キャンペーン実施
【啓発物配布】　使い捨てカイロ600個、マスク600個、クリアケースとマス
コットセット200個

人権擁護委員３名
神戸地方法務局（姫路人権擁護員協議会）－
啓発グッズ200個提供

11月～12月 福崎町庁舎内、出先機関
広く同問題に関しての関心と認識を深めるためにポスター掲示、窓口に
て啓発物品（使い捨てカイロ100個、マスク100個配布）
広報（12月号）へ掲載

福崎警察署（関連情報提供先）

１１月～１２月 宝塚市庁舎 啓発週間ポスターの掲示

１１月～１２月 市庁舎及び公共施設 啓発週間ポスターの掲出
実施主体　明石市


11月～12月 相生市庁舎 啓発週間ポスターを掲出し，啓発週間チラシを配布する。

12月
小野市庁舎

コミュニティセンター
啓発ポスター「めぐみ」を掲示

通年 本庁舎内 政府作成啓発ポスターの掲出

28 兵庫県

啓発資料
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１１月～１２月 淡路市庁舎 啓発週間ポスターの掲示

１１月～１２月 尼崎市庁舎 啓発週間ポスターの掲示

１２月 猪名川町内
啓発週間チラシを配布
【実施主体】猪名川町

啓発物品による周知・広報 12月10日～ 川西市内

広く拉致問題についての関心と認識を深めるため、啓発グッズを媒体と
する周知（啓発週間のPR)を実施
・実施主体　川西市
・配布物　卓上ミニカレンダー（川西市作成）
・配布数　1,000部

12月1日～12月16日 加古川市ホームページ
啓発週間の告知及び啓発ポスター
（5枚組、兵庫県等作成）を掲出

啓発週間
川西市人権推進室

ホームページ
・実施主体　　川西市
・掲載内容　　啓発週間の主旨、啓発事項

１２月 多可町ホームページ
多可町ホームページに掲載した。
・実施主体　多可町
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

11月～12月 県内

・実施主体　兵庫県・（公財）兵庫県人権啓発協会
・発行物　人権総合情報誌「きずな」（12月号）
・発行部数　28,500部
・掲載内容　啓発週間期間、兵庫県警提供の広報文（情報提供の依頼）
他

12月 加西市内
・啓発週間の趣旨、啓発事項等を掲載
・配布部数　15000部

12月 佐用町内

・実施主体　佐用町
・配布物　　 広報誌「さよう」（１２月号）
・配布数　　 6,600部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

11月 洲本市内

・実施主体　　洲本市
・配布物　　　広報すもと（11月号）
・配布数　　　19,500部
・掲載内容　啓発週間の趣旨・啓発事項

28

広報誌

兵庫県

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月 赤穂市内

・実施主体　赤穂市
・配布物「回覧広報あこう」１１月号
・配布数　18,100部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月1日発行 川西市内全戸配付

広く拉致問題についての関心と認識を深めるため、啓発週間のPR記事
を掲載。
・実施主体　川西市
・配布物　広報かわにし人権問題特集
・配布数　70,000部

１２月 多可町広報誌

・実施主体　多可町
・配布物　　 広報誌「広報たか」（１２月号）
・配布数　　約７千部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

横断幕の掲示 12月11日～16日 兵庫県庁（神戸市）
・実施主体　兵庫県
・掲示内容　啓発週間の周知

ポスター掲示 12月1日～17日 加西市庁舎　他 ・市庁舎、図書館、公民館等にポスターを掲示

ブルーリボンバッジの着
用

常時（H30.3～） － 全行政事務職員にブルーリボンバッジを配布し着用を呼びかけ（任意）

職員向け勉強会
10月 淡路市庁舎

福井県小浜市に人権教育・啓発活動及び拉致問題の取組み・活動を報
告

28

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

講演会・集会 7月8日 五條市市民会館

・第46回差別をなくす市民集会
講師：　北朝鮮拉致被害者　蓮池薫氏
演題：　「夢と絆」～拉致が奪い去ったもの～
・実施主体　五條市,五條市教育委員会

　

12月11日～12月15日 奈良県庁

北朝鮮による日本人拉致問題や北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨
等について，県民の関心と認識を深めるため，庁内においてパネル展示
により周知・広報。
・実施主体　奈良県

　

12月3日
奈良市学園前ホール

ホワイエ
（奈良市）

・実施主体　奈良市
・参加人数　２７５人
・展示内容　拉致問題全般

7月3日～7月28日
かしはら万葉ホール

（橿原市）

7月の差別をなくす強調月間にあわせて、北朝鮮人権侵害問題について
のパネル・写真展を実施
実施主体　橿原市
展示内容　拉致被害者問題のパネル・写真

12月5日～12月15日
かしはら万葉ホール,

橿原市中央公民館本館
（橿原市）

12月の人権週間にあわせて、北朝鮮人権侵害問題についてのパネル・
写真展を実施
実施主体　橿原市
展示内容　拉致被害者問題のパネル・写真

DVD放映（常時） 12月1日～12月10日 奈良県立図書情報館

北朝鮮による日本人拉致問題や北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨
等について，県民の関心と認識を深めるため,御家族ビデオメッセージ及
びアニメ「めぐみ」を上映するとともに，パネル展示及び啓発チラシの配
布により周知・広報。
・実施主体　奈良県

通年 県内

広く北朝鮮による日本人拉致問題についての関心と認識を深めるため，
啓発ポスターの掲出，拉致問題啓発冊子の配布を県内各所で行う
・実施主体　奈良県,県内市町村及び県内商業施設
・掲出枚数　５２０枚（ポスター）

12月4日 天理市庁
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およ
び啓発物品を市民等に配布し，市内各公民館等にも設置。
・実施主体　天理市

29

パネル・写真展示

啓発資料

奈良県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年 奈良県ホームページ
拉致問題に関する取り組み及び現況について，県ホームページにて広
報啓発。
・実施主体  奈良県

12月8日，13日 奈良市ホームページ
・実施主体　奈良市
・掲載内容　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
　　　　　　　 「ブルーリボンについて」

12月 県内

北朝鮮による日本人拉致問題や北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨
等について，県民の関心と認識を深めるため,県広報誌「県民だより奈
良」１２月号により周知・広報。
・実施主体　奈良県
・配布部数　約５６０，０００部

12月1日 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

電光掲示板・動画広告モニター 12月1日～16日 県内

北朝鮮による日本人拉致問題や北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨
等について，県民の関心と認識を深めるためデジタルサイネージにより
周知・広報。
・実施主体　奈良県
・放映箇所　１０か所

12月1日 県内

北朝鮮による日本人拉致問題や北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨
等について，県民の関心と認識を深めるためコミュニティＦＭ放送により
周知・広報。
・実施主体　奈良県

12月14日～12月16日 村内
・実施主体　東吉野村
・回数　　　　９６回(３２回／日）
・放送局　　 東吉野てれび(自治体放送）

新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラジオ

29

ホームページ

奈良県

広報誌

75



都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

啓発資料 １１月～１２月 和歌山県内
実施主体：和歌山県・県内市町村
本件に関する関心と認識を深める為、啓発ポスターを提出し、啓発チラ
シを配布した。

講演会・集会 11月11日 岩出市総合体育館

実施主体：岩出市・岩出市教育委員会
講師　蓮池　薫
演題　「夢と絆」
参加者数　942名

後援　人権啓発推進委員会

DVD上映会 12月15日 岩出図書館

実施主体：岩出市
DVD上映会
「めぐみ　引き裂かれた家族の30年」を上映
参加者数　73名

共催　岩出図書館

パネル・写真展示 11月11日 岩出市総合体育館

実施主体：岩出市
「すべての拉致被害者の帰国を目指す」
「オールジャパンでの取組態勢と具体的施策」「拉致問題に関する動き」
「北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けて」

１２月 和歌山県内
実施主体：和歌山県
本件の関心と認識を深める為、県広報紙「県民の友」１２月に記事を掲
載した。

１２月 岩出市内

実施主体：岩出市
・配布物　　 広報紙（１２月号）
・配布数　　 23,000部
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨，啓発事項

ホームページ 通年 県内
実施主体：和歌山県
本件の関心と認識を深める為、県国際課ＨＰに情報を掲示

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

１２月 和歌山県内
実施主体：和歌山県
本件の関心と認識を深める為、県ラジオ広報番組・県テレビ番組で啓発を行っ
た。（延べ４日７回）

和歌山放送

30 和歌山県

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

拉致問題の早期解決を
願う国民のつどいｉｎ米子

10月14日 米子コンベンションセンター

政府等との共催により、県民を対象としたつどいを開催
・特定失踪者問題調査会 荒木和博代表による講演
・県内拉致被害者御家族の訴え
・政府制作DVD上映「メッセージ～家族たちの思い～」
・拉致被害者友人からのメッセージ
・拉致問題啓発パネル展
・署名活動

・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

　拉致問題啓発映画
『めぐみ』上映会」

11月19日 鳥取県立図書館

政府との共催により、拉致被害者の御家族を視点に描かれたドキュメン
タリー映画を上映

・県内拉致被害者御家族の訴え
・行政概要説明（国）
・拉致問題啓発パネル展
・署名活動への協力依頼

・国(拉致問題対策本部事務局）
・北朝鮮に拉致された日本人を救出するための
鳥取の会

通年
地域公民館等

県内６か所

北朝鮮による拉致問題について、広く県民等に理解していただくため、
地区公民館、企業等各団体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
また、署名活動への協力を依頼
・実施主体　鳥取市美保南地区公民館
　他５団体
・協力：鳥取県

通年 県内４小・中学校

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　大山町立中山小学校
　　　　　　　 　　　〃　　大山西小学校
　　　　　　　　　 北栄町立北条中学校
　　　　　　　　　 青翔開智中学校

鳥取県教育委員会人権教育課

拉致問題人権研修
（職員向け）

８月、１２月
県栽培漁業センター

議会事務局
県職員の人権意識を高めるため、各部局ごとに人権研修を実施している
中で、拉致問題をテーマに研修を実施。

署名活動への協力 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　「救く会」「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

パネルの展示 10月～12月
米子市役所

人権文化センター等
県内７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日、「北朝鮮人権侵害問題啓
発週間」等に合わせて実施

米子市、人権文化センター　等

ホームページによる
周知・広報

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

拉致問題人権学習会
（出前講座）

31 鳥取県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

県広報紙及び人権情報
紙による周知・広報

9月、12月上旬

・県内全市町村世帯
・県内の企業やＮＰＯ・市町
村のほか、待合場所となる
医療機関や理美容室等

配布物：県広報紙「県政だより10月号」
　　　　　人権情報紙「ふらっと28号」

新聞による周知・広報 10月
県内地方紙

（日本海新聞、読売新聞）
「国民のつどい」等講演会の開催について掲載

ブルーリボンの着用推進 12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、名刺等へ
のブルーリボンまた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

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し、着用をよびかける
・実施主体　島根県

12月11日～12月15日 江津市役所庁舎
・ﾌﾞﾙｰﾘﾎﾞﾝの配布、職員の着用
・実施主体　島根県（江津市）

DVD上映会 12月4日～18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
・実施主体　島根県

12月4日～18日
県庁ロビー（松江市）

浜田合庁ロビー（浜田市）
益田合庁ロビー（益田市）

北朝鮮による拉致問題に関するパネルを展示する
・実施主体　島根県

12月11日～12月15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
・実施主体　島根県（江津市）

12月 県内
啓発週間ポスターを配布、掲出する
・実施主体　島根県及び県内市町村
・配布部数　６４枚

通年 出雲市役所庁舎内
・ポスター掲示、リーフレットの設置
・実施主体　出雲市

　

12月11日～12月15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
・実施主体　島根県（江津市）

啓発資料

パネル・写真展示

島根県32

ブルーリボンバッジの着用

31 鳥取県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月10日～12月16日
益田市人権センター、各総
合支所、地区振興センター

・北朝鮮人権侵害問題ポスターの掲示及びパンフレット配布
・実施主体　島根県益田市
・人権センター、各総合支所（2か所）、地区振興センター（20地区）で23
か所で実施

益田ひろみさんをさがす会

随時 島根県ホームページ
・実施主体　島根県
・掲載内容　拉致問題に関する情報提供依頼

　

通年 益田市ホームページ
特定失踪者「益田ひろみ」さんをさがすための情報提供を益田市ホーム
ページで掲載
・実施主体　島根県益田市

益田ひろみさんをさがす会

電光掲示版 12月10日～16日 県庁前庭（松江市）
・実施主体　島根県
・表示内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

新聞 11月30日 県内
・実施主体　島根県
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・新聞社　　 山陰中央新報

その他 12月10日～12月16日 益田市内全世帯

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知や啓発のために全世帯の告知
端末で放送
・実施主体　島根県益田市
・実施時期に全世帯放送

12月9日
山陽新聞社さん太ホール
（岡山市内）

人権啓発フェスティバル会場内にポスター（法務省作成）掲示
・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

8月16日 岡山県内
県内全市町村、県出先事務所及び県教育関係事務所に北朝鮮による
日本人拉致問題パンフレット（内閣府作成）の配布。（1,270部）
・実施主体　岡山県

11月8日 岡山県内
県庁内、県出先事務所へ北朝鮮人権侵害啓発週間周知ポスターの配
布、掲出。（43枚）
・実施主体　岡山県

該当啓発活動 12月9日
山陽新聞社さん太ホール
（岡山市内）

人権啓発フェスティバル会場入口で北朝鮮による日本人拉致問題パン
フレット（内閣府作成）の手交配布。
・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

ホームページ 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

啓発資料

33

島根県32

岡山県

啓発資料

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月11日 岡山県内
ＲＳＫ山陽放送ラジオ「県民のみなさんへ」による周知・広報
・実施主体　岡山県

12月8日～12月14日 岡山県内
NHKデータ放送による周知・広報
・実施主体　岡山県

図書コーナー 通年
県の施設や公立図書館、
公民館などの公共施設、県
内２０３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（内閣府作成）を設置。
・実施主体　岡山県

ブルーリボンバッジの着用 通年 岡山県内外
保健福祉部幹部及び担当職員が、ブルーリボンバッジを衣服に装着し、
県民等に拉致問題を啓発。

学習会 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。

10月31日
広島県民文化センター

（広島市）

舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」上映
・参加者　約500人
・実施主体　政府拉致問題対策本部，広島県，広島市

後援：法務省，文部科学省，広島県教育委員
会，広島市教育委員会

3月25日 大竹市玖波公民館
・拉致被害者 蓮池薫さんの講演会～夢と絆～
・実施主体　大竹市（生涯学習課と自治振興課の共催）
・受講者数　500人

パネル・写真の展示，ＤＶ
Ｄ放映，啓発資料

12月9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２０１７」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。
・実施主体　広島県

パネル・写真の展示，そ
の他

12月11日～17日
県庁ギャラリー
（広島市中区）

県庁ギャラリーにおいて，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。
・実施主体　広島県

パネル・写真展示 ２月２３日～３月２日 府中市役所本庁舎
同問題についての関心と認識を深めるために啓発パネルを借り受け、本
庁舎内に展示した。

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

33 岡山県

講演会・集会

34 広島県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

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。
・実施主体　広島県及び県内各市町

広島法務局

１２月１０日～１６日
　呉市役所庁舎
　各市民センター

　各まちづくりセンター

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　呉市

　

１２月上旬
江田島市所管各施設

（図書館・公民館・隣保館
市民サービスセンター等）

　啓発週間中，ポスターを掲示した。
　実施主体　江田島市
　ポスター　２５部

　

11月1日～12月28日 三原市内公共施設
啓発週間ポスターを市内主要な施設に掲出しまた啓発週間チラシを配
付する

広島法務局尾道支局

1月6日～3月4日 三原市内公共施設 小学生人権書道作品展と併せて啓発週間ポスターを掲出する 広島法務局尾道支局

12月1日～12月16日 世羅町内官公庁施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　世羅町

　

12月6日～12月16日 大竹市内
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」関連行事のチラシの配布
・実施主体　大竹市

11月17日～12月10日 　竹原市内
　「人権週間の啓発チラシ」に，他の人権課題とともに北朝鮮当局による
人権侵害問題について掲載し，市内各所で配布する。
　・実施主体　竹原市

　11月27日～12月16日 　竹原市内公共施設
　啓発週間ポスター２種類19枚（Ｂ2サイズ5枚Ｂ3サイズ14枚）を掲出す
る。

　広島法務局東広島支局

12月8日～12月18日 尾道市内公共施設 北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター 　

４月１日～３月３１日 府中市役所本庁舎
同問題についての関心と認識を深めるために啓発ポスターを本庁舎内
に掲示した。

　

12月4日～12月10日 福山市内９か所
１２月４日から１０日まで行われる児童生徒人権平和作品展と同時に，
啓発ポスターを掲出

広島法務局

12月10日～12月16
日

福山市人権交流センター 啓発ポスターを掲出 広島法務局

啓発資料

34 広島県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月10日～12月16
日

福山市人権平和資料館 啓発ポスターを掲出 広島法務局

10月1日～10月30日 北広島町役場及び３支所

・拉致問題啓発舞台劇ポスターの掲示及びチラシの配布
・北広島町
・ポスター　５枚
・チラシ配布部数　５０枚

　

12月11日～12月16日 北広島町役場及び３支所
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・北広島町
・ポスター　6枚

12月11日～12月15日
北広島町人権・生活総合

相談センター

・政府主催国際シンポジウムチラシの配布
 ・北広島町
・チラシ配布部数　５枚

12月 府中町内社会施設

啓発週間ポスターを掲出する。
・実施主体：広島県及び県内市町
・府中町掲出予定場所：生涯学習ｾﾝﾀｰ（くすのきﾌﾟﾗｻﾞ）、府中公民館、
府中南公民館
・掲出部数：各施設1枚

ﾎﾟｽﾀｰについては広島法務局人権擁護部から
送致

11月中旬～12月16日

三次市
・市役所

・支所（７支所）
・みよしまちづくりセンター

・福祉保健センター
・生涯学習センター

啓発週間ポスター（２種）を掲出した。
・実施主体　広島県⇒市町村
・配布部数　１１部（ポスター）

啓発資料，電光掲示板 12月10日～12月16日 東広島市庁舎
・ポスターの掲示及び電光掲示板表示
・実施主体／広島県（東広島市）

　

ホームページ 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。
・実施主体　広島県

啓発資料

34 広島県

82



都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月～12月 県内
広報紙等で啓発週間を広報。
・実施主体　広島県及び県内市町村

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　　 3,335部
・掲載内容　啓発事項

　

11月 神石高原町内

・実施主体　神石高原町
・配布物　　 広報誌「広報神石高原」（１１月号）
・配布数　　 ４２００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

ケーブルテレビ 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
・実施主体　世羅町

世羅警察暑

懸け垂れ幕等 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。
・実施主体：広島県

ブルーリボンバッジの着用 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。
・実施主体　広島県

8月19日 周南市文化会館
・山口県が実施する人権ふれあいフェスティバルにおいて、パネル展示
により拉致問題・拉致被害者等に関する周知・広報を実施
・実施主体　山口県

１２月１１日～１２月１５日
山口県庁１階

エントランスホール

・パネル展示により拉致問題・拉致被害者等に関する周知・広報を実
施、併せてＤＶＤ「めぐみ」を終日放映
・実施主体　山口県

１２月１日～１２月８日 宇部市立図書館
・人権週間に合わせ、他の啓発パネルとともに展示
・実施主体　宇部市

12月10日 山口県教育会館

・関係団体に場所を提供し、パネルやのぼりの展示、資料配付、署名等
により普及啓発を実施、法務局依頼の拉致問題のポスターを会場に掲
示、ＤＶＤ「めぐみ」コーナー設置
実施主体　山口市

北朝鮮に拉致された日本人を救出する山口の
会

１２月１０日～１２月１６日 市本庁舎
・内閣府のホームページからダウンロードしたパネルを展示
・実施主体　周南市

ＤＶＤ上映会 12月9日 菊川ふれあい会館
・下関市人権フェスティバルにおいて、アニメ「めぐみ」上映会の実施
・実施主体　下関市

内閣官房拉致問題対策本部事務局政策企画
室

パネル・写真展示

広報誌

35 山口県

34 広島県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

講演会・集会 11月11日 山口県教育会館

・「拉致問題を考える国民の集いin山口」を開催
拉致被害者・特定失踪者御家族の訴え、講演等
・実施主体　山口県
・参加人数　約５００名

政府拉致問題対策本部、
北朝鮮による拉致問題の早期解決を求める山
口県議会議員連盟、
北朝鮮に拉致された日本人を救出する山口の
会

通年
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・広報を実施
・実施主体　山口県

通年 市庁舎
・法務省作成ポスターの掲示
・実施主体　下関市

山口地方法務局下関支局

１２月１０日～１２月１６日

市総合支所・各地域交流セ
ンター・隣保館・男女共同
参画センター・市立図書

館・教育委員会等

・ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　山口市

通年
市本庁・公民館・福祉セン

ター
・ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　防府市

１２月
市庁舎ほか（本庁・出先事

務所、関連施設等）
・ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　下松市

１２月
市役所本庁・支所・各出張

所・あいぱーく光
・ポスター等の掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　光市

通年 教育委員会庁舎
・県作成のポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　長門市

１２月
市役所本庁窓口・中央公

民館
・啓発週間ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　長門市

通年
市庁舎（本庁・支所・公民

館）
・ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　美祢市

１１月～１２月 各総合支所・支所等
・ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　周南市

１１月～１２月
町庁舎（本庁・出先事務

所）
・ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　周防大島町

通年 町庁舎（本庁・出先機関）
・ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　和木町

啓発資料

35 山口県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年 町庁舎（本庁・公民館等）
・県作成のポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　田布施町

１１月～１２月 平生町内
・ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　平生町

１１月～１２月
町庁舎（本庁・支所・教育

委員会）
・ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を実施
・実施主体　阿武町

通年 山口県ホームページ
・山口県に関係する拉致の疑いが否定できない方々の状況や、啓発週
間等について周知
・実施主体　山口県

　

通年 下関市ホームページ
・山口県内の特定失踪者に係る情報提供の呼びかけ
・実施主体　下関市

山口県警察本部警備部外事課

通年 宇部市ホームページ
・拉致の可能性を排除できない方の紹介等により普及啓発を実施
・実施主体　宇部市

１２月１日～１２月１６日 山口市ホームページ
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について、市のホームページにより普
及啓発を実施
・実施主体　山口市

通年 周南市ホームページ
・拉致問題に関する啓発、国と県警ホームページへのリンク
・実施主体　周南市

広報誌 １２月１０日～１２月１６日 防府市内
・市広報により北朝鮮人権侵害問題の周知・広報を行う
・実施主体　防府市

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

12月6日 山口県内
・ラジオのスポットＣＭにより啓発週間の周知・広報を実施
・実施主体　山口県

電光掲示板・動画広告モ
ニター

１２月１０日～１２月１６日
太陽光インフォメーション

（山口県内７カ所）
・電光掲示板により啓発週間の周知・広報を実施
・実施主体　山口県

ブルーリボンバッジの着用 １２月１０日～１２月１６日 山口県内
・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、普及啓発を実
施
・実施主体　山口県

啓発資料

　ホームページ

35 山口県
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政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

講演会・集会 1月26日
あわぎんホール

（徳島県郷土文化会館）

拉致問題について関心と認識を深めるため，講演会を実施
・実施主体　徳島県
・講師　加藤　博（北朝鮮難民救援基金理事長）
・演題「脱北者難民と拉致被害者の今後」

・徳島県教育委員会
・北朝鮮による日本人拉致問題の解決を目指
す徳島ネットワーク

街頭啓発活動 12月7日 キョーエイ鳴門駅前店
人権週間における街頭周知啓発の実施
・実施主体：徳島県鳴門市
・チラシ配布部数　１５０枚

鳴門警察署

12月11日～15日 徳島県庁１階県民ホール
県庁１階において，啓発パネルを展示
・実施主体　徳島県

12月17日 板野町文化の館ほか
拉致問題についての関心と理解を深めるため，パネル展を実施
・実施主体　徳島県

ホームページ 12月～1月 県ホームページ
県ホームページで啓発週間，講演会，パネル展の周知・広報を実施
・実施主体　徳島県

電光掲示板・
動画広告モニター

6月5日～9日 勝浦町役場庁舎
電光掲示板での周知・啓発を実施
・実施主体　徳島県勝浦町

12月11日～15日 四国放送, エフエム徳島
拉致問題についての関心と理解を深めるため，ラジオを活用して，周知・
啓発を実施
・実施主体　徳島県

12月13日 徳島新聞
拉致問題についての関心と理解を深めるため，新聞の県からの「お知ら
せ」欄で，周知・啓発を実施
・実施主体　徳島県

ＤＶＤ上映会 12月2日
サンポートホール高松

(高松市)

・人権啓発を目的としたイベント「じんけんフェスタ2017」において、映画
「めぐみ」の上映会を実施。
・実施主体　香川県

　[主催]
香川県、香川県議会北朝鮮日本人拉致問題早
期解決促進議員連盟、政府拉致問題対策本部

ＤＶＤ放映（常時） 12月2日
サンポートホール高松

(高松市)

・上記イベント会場の一画で拉致被害者の家族のメッセージＤＶＤを終日
上映した。
・実施主体　香川県

香川県議会北朝鮮日本人拉致問題早期解決
促進議員連盟

パネル・写真展示 12月2日
サンポートホール高松

(高松市)

・上記イベント会場の一画で下記の啓発活動を実施。
　〇パネル展示
　〇拉致問題啓発冊子の配布
・実施主体　香川県

[主催・共催]
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、香川
県議会北朝鮮日本人拉致問題早期解決促進
議員連盟

新聞，テレビ，
ケーブルテレビ，ラジオ

パネル・写真展示

　徳島県36

37 香川県
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政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

ホームページ 11月下旬～12月上旬 県ＨＰ
・啓発週間の主旨、啓発、12月2日のじんけんフェスタ2017における啓発
活動の周知。
・実施主体　香川県

ラジオ 12月1日 県内

・番組名　広報ラジオ「こんにちは　香川県です」
・放送内容　啓発週間の趣旨、啓発、12月2日のじんけんフェスタ2017に
おける啓発活動の周知
・実施主体　県

広報誌 Ｈ29年12月号 県内

・配布物　広報誌「みんなの県政　ＴＨＥかがわ」
・配布数　４００，０００部(全戸配布)
・掲載内容　拉致問題への理解・支援の呼び掛け
・実施主体　香川県

メールマガジン 11月30日 メールマガジン登録者
・内容　啓発週間の趣旨、啓発、12月2日のじんけんフェスタ2017におけ
る啓発活動の周知
・実施主体　香川県

12月12日（火） 愛媛県庁第二別館大会議室

・実施主体　愛媛県
・講師
　　政府拉致問題対策本部事務局
　　特定失踪者問題調査会代表荒木和博
・演題
　「北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けて」
　「今度こそ拉致被害者救出を実現するために」
・参加人数　約250名

北朝鮮による拉致問題を考える愛媛県民会議（救う会愛
媛）
北朝鮮による愛媛県人拉致疑惑の真相を究明する地方議
員連絡会（愛媛拉致議連）
市町

5月12日
松山市内宮ふれあいセン

ター

第1回内宮ふれあいセンター利用者人権学習会で、北朝鮮による拉致問
題をテーマとして講演会を行った
・実施主体　松山市
・演題　　　「北朝鮮による拉致問題」
　　　　　　　～特定失踪者家族の拉致問題に対する思い～
・講師　　 救う会愛媛幹事　大政悦子さん

ＤＶＤ上映会
啓発資料

平成29年11月25日 愛媛県歴史文化博物館

・特定失踪者ご家族　講話
・政府拉致問題対策本部　取り組み説明
・映画「めぐみ-引き裂かれた家族の30年」上映
・チラシ、資料配布
・実施主体　愛媛県（西予市）
・チラシ配布部数　200枚程度

政府拉致問題対策本部
愛媛県

愛媛県38

37 香川県

講演会・集会
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

ＤＶＤ上映会
パネル・写真展示

12月12日～12月16日 愛媛県庁第一別館ロビー

・実施主体　　愛媛県
・ＤＶＤ　　　 　拉致問題啓発ＤＶＤ
・展示内容　　本県関係特定失踪者（3名）に関するパネル展示、啓発週
間ポスター掲出等

パネル展示・写真展示
署名活動

7月30日
松山市総合コミュニティセ

ンター

人権啓発フェスティバル２０１７で「救う会愛媛」によるパネル展示及び署
名活動を行った
・実施主体　松山市
・参加団体　救う会愛媛
・来場者数　約６５０名

救う会愛媛

１１月～１２月 愛媛県内

　啓発週間ポスター（法務省作成）・拉致啓発ポスター（内閣府作成）を掲
示し、啓発週間チラシ（法務省作成）・拉致啓発チラシ（県作成）を配布し
た
・実施主体　愛媛県及び県内市町
・配布部数　500部（県チラシ）

11月～12月
新居浜市役所本庁ロビー
人権擁護課カウンター

ポスター（法務省作成）を掲示する
・実施主体　新居浜市
・掲示枚数　各１枚

12月4日～10日 新居浜市役所本庁ロビー
人権週間ロビー展でポスターを掲示する
・実施主体　新居浜市

2月4日
新居浜市市民文化セン
ター中ホール

ふれ愛フェスタ～ハートFULL新居浜～でポスターを掲示する
・実施主体　新居浜市

愛媛県人権啓発活動ネットワーク協議会
東予地域人権啓発活動ネットワーク協議会

１０月～１２月 鬼北町内 啓発週間ポスターを掲出し，啓発週間チラシを配布した。

11月～12月 愛南町役場本庁舎
リーフレット（愛媛県作成）を配布した。
・実施主体　愛南町
・配布部数　20部

4月29日～4月30日 ウエルピアいよ

・いよし花まつり署名活動
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター、拉致関係ポスターの掲示及
びチラシの配布
・署名活動　家族会・救う会作成の署名用紙
・実施主体　大政由美さんの行方不明の真相究明を求める連絡会
・チラシ配布部数　約150部

大政由美さんの行方不明の真相究明を求める
連絡会

愛媛県

啓発資料
署名活動

38 啓発資料
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

9月23日 伊予市栗の里公園

・なかやま栗祭り署名活動
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター、拉致関係ポスターの掲示及び
チラシの配布
・署名活動　家族会・救う会作成の署名用紙
・実施主体　大政由美さんの行方不明の真相究明を求める連絡会
・チラシ配布部数　約170部

大政由美さんの行方不明の真相究明を求める
連絡会

11月3日
伊予市下灘コミュニティセ

ンター

・下灘公民館まつり署名活動
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター、拉致関係ポスターの掲示及
びチラシの配布
・署名活動　家族会・救う会作成の署名用紙
・実施主体　大政由美さんの行方不明の真相究明を求める連絡会
・チラシ配布部数　約50部

大政由美さんの行方不明の真相究明を求める
連絡会

11月12日 伊予市双海地域事務所

・上灘公民館祭り署名活動
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター、拉致関係ポスターの掲示及
びチラシの配布
・署名活動　家族会・救う会作成の署名用紙
・実施主体　大政由美さんの行方不明の真相究明を求める連絡会
・チラシ配布部数　約70部

大政由美さんの行方不明の真相究明を求める
連絡会

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

12月 愛媛県内
・実施主体　愛媛県
・実施概要　県政広報ＦＭラジオ番組放送
・放送内容　啓発週間の趣旨

ホームページ 通年 愛媛県ホームページ
・実施主体　愛媛県
・掲載内容　啓発週間の趣旨

講演会・集会 8月19日 安芸市民会館
講師：蓮池薫
テーマ：夢と絆～北朝鮮での24年間
参加者：681名

安芸市教育委員会
（安芸市夏季大学講座）

DVD上映会 11月23日
のいちふれあいセンター

（香南市）

・実施主体　香南市
・ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」
・参加人数　 120名

香南市人権啓発フェスティバル
実行委員会
高知県立城山高等学校生徒会

12月10日
高知市中央公園

（高知市）

じんけんふれあいフェスタで啓発パンフレット（内閣府作成）を配布した。
・実施主体　高知県
・配布部数　約200部

（公財）高知県人権啓発センター

11月～12月 県内
啓発週間ポスターの掲示、啓発週間チラシの配布。（法務省作成）
・実施主体　高知県及び県内市町村

39 高知県

啓発資料

愛媛県

啓発資料
署名活動

38
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年 県ホームページ
・実施主体　高知県
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発内容

12月10日～16日 高知市ホームページ
・実施主体　高知市
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発ポスター掲載

12月上旬 県内全戸
・実施主体　高知県
・配付物　　 広報紙「さんＳＵＮ高知」（12月号）
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 三原村内

・実施主体　三原村
・配布物　　 広報誌「広報みはら」（１2月号）
・配布数　　 733部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

列車、地下鉄、バス中吊
り広告

11月下旬～12月上旬 県内
・実施主体　高知県
・交通機関　とさでん交通
・広報台数　１台

（公財）高知県人権啓発センター

12月4日 日高村内
・実施主体　日高村
・村広報車　1台

日高村人権擁護委員

通年 県内
高知家手帳（県民手帳：県統計協会作成）のカレンダー日記の12月10日
欄で同啓発週間を標記することでの県民への周知。
・実施主体　高知県

12月 南国市内

毎年人権週間時期に合わせて配布する人権カレンダーに、当該週間を
掲載する。
・実施主体　南国市
・配布部数　1,000部

講演会・集会 12月10日
柳川総合

保健福祉センター
「水の郷」

・実施主体　柳川市
・講師　廣道　純（プロ車椅子ランナー）
・演題　夢に向かって
・参加人員　約400名

柳川市障害者協議会

講演会・集会
DVD上映会

12月10日 築上町文化会館コマーレ

・実施主体　築上町・福岡県
・映画：アニメ「めぐみ」
・講演：拉致被害者家族飯塚耕一郎さん
・演題「北朝鮮に引き裂かれた家族～初めて直接母と伝えたい～」
・救う会福岡活動報告

・救う会福岡（協力）

39 高知県

40 福岡県

ホームページ

広報紙

その他
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月2日 うきは市社会教育集会所
DVD「めぐみ」上映
・実施主体　うきは市

うきは市人権フェスティバル実行委員会

12月8日 川崎町立隣保館
・実施主体　川崎町
・ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」
・参加人数　１６名

DVD放映（常時）
12月11日（月）～
12月15日（金）

桂川町人権センター
実施主体　桂川町
DVD「めぐみ」上映及び北朝鮮拉致に関する本の設置

１２月11日～１６日 県庁１階ロビー
実施主体　福岡県
展示内容　拉致被害者の写真、ご家族のメッセージ等のパネル

北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の
会

１２月1０日～１６日
久留米市人権啓発セン

ター
展示室内

実施主体　久留米市
展示内容　拉致問題に関するパネル

12月11日～15日 田川市役所玄関ロビー
実施主体　田川市
展示物　拉致問題に関するパネル１３枚

12月9日～17日
柳川総合

保健福祉センター
「水の郷」

・実施主体　柳川市
・掲載内容　拉致被害者に関するパネル

福岡県人権啓発情報センター
「ヒューマン・アルカディア」

12月11日～15日 大川市役所庁内ロビー
広く同問題についての関心と認識を深める
ため、パネルを展示する。
・実施主体 大川市

12月11日（月）15時
～

12月17日（日）

大野城まどかぴあ
ギャラリーモール

ポスターや関連資料等もパネルに掲示した。
パネル展を周知するために、市ＨＰの掲載及びＳＮＳ
（Facebook,Twitter,LINE,Google+）の配信を実施した。
・実施主体　大野城市

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）

１２月８日～１０日
宗像ユリックス

（宗像市）

人権ポスター・標語の展示にあわせ，北朝鮮人権侵害に関するポス
ター，リーフレットを設置する。
・実施主体　宗像市（人権対策課）

H30年2月 糸島市人権センターロビー
・実施主体　糸島市
・内容　ロビーでのパネル展示

DVD上映会

40 福岡県

パネル・写真展示
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 大牟田市内
啓発週間ポスターを掲出し，啓発週間チラシを配布する。
・実施主体　福岡県及び県内市町村
・配布部数　1,000部（チラシ）

福岡県出先機関、人権擁護委
員、市議会、教育委員会

１１月 直方市役所庁舎 啓発週間ポスター掲載

10月下旬～１2月中
旬まで

飯塚市内

庁舎・支所内に拉致被害者に関するポスターを掲示するとともに、窓口
でチラシを配布する。
【実施主体】　飯塚市
【使用する資料】　ポスター１枚、チラシ１００枚

12月4日
市内（西鉄柳川駅、スー

パー等）

ボールペン、チラシ等（市作成）を配布する。
・実施主体　柳川市
・配布部数　1,850部

柳川人権擁護委員協議会
柳川市障害者協議会

12月 大川市内

広く同問題についての関心と認識を深める
ため、啓発週間ポスターを掲示し、チラシを
配布する。
・実施主体 大川市
・配布部数 100部

１２月１日～１０日 なかまハーモニーホール
実施主体　中間市
人権週間作品展に合わせ、会場に啓発週間ポスターを掲出。

１２月９日～１６日
筑紫野市内公共施設９箇

所

広く市民の｢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、市内主要公共施設に啓発ポスターを掲示するとともに、啓発チラシ
を本庁内主要窓口に設置し、啓発を行なう。
 ・実施主体　筑紫野市
・配布物　　政府拉致対策本部作成啓発ポスター及び啓発チラシ

12月
大野城市庁舎、各コミュニ

ティセンターなど
啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　福岡県及び県内市町村

11月30日
太宰府市内の駅前、スー

パー前

・実施主体　太宰府市
・配布数　400部
・内容　人権週間の啓発チラシと合わせて啓発チラシと啓発物品を配
布。

太宰府市人権擁護委員

通年
古賀市役所庁舎

及び出先機関掲示板
実施主体　古賀市
常時ポスター等を掲示

40 福岡県

啓発資料
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１２月中 福津市役所庁舎
啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　福津市

11月～啓発週間終
了日

宮若市役所・支所・公民
館・隣保館ほか

県から送付された啓発物を窓口に掲示し周知する

11月～12月

・嘉麻市役所
・嘉麻市うすい人権啓発セ

ンターあかつき
・嘉麻市嘉穂隣保館

広く同問題について関心と認識を深めるため、啓発週間ポスターを掲出
する。

１１月～１２月

朝倉市庁舎（本庁、各支
所）

各図書館
隣保館、人権啓発センター

広く同問題についての関心と認識を深めるため、各施設において啓発週
間ポスターを掲示するとともに啓発チラシを設置する。
・実施主体　朝倉市
・配布部数　ポスター10部

11月～12月 宇美町役場庁舎内 ポスター掲示

１１月～１２月 篠栗町内
・啓発週間ポスターを掲出し，
啓発物品マスクを配布　1,500個
・実施主体　篠栗町

１１月～12月 志免町役場庁舎内
同問題についての関心と認識を深めるため、啓発週間ポスターを掲出す
る。

12月 芦屋町役場内 ・啓発週間ポスター掲出

１２月９日～１６日 水巻町中央公民館
「人権週間のつどい」の会場に啓発ポスターを掲示
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
参加数：200名

12月9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
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
配布部数：13,300部

11～12月 岡垣町内施設
啓発週間ポスターを掲出し、
啓発週間チラシ配布

法務省
内閣官房拉致対策本部

40 福岡県

啓発資料
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１１月～１２月 遠賀町内
広く同問題についての関心と認識を深めるため、ポスターを町内各施設
に掲出する。
・実施主体　遠賀町

１1月25日号広報 遠賀町内

広く同問題についての関心と認識を深めるため、広報誌に同週間の趣
旨、啓発事項を掲載する。
・実施主体　遠賀町
・配布物　人権週間リーフレット
・配布数　８，１５０部

１２月４日～１６日 桂川町内公共施設
実施主体　桂川町
ポスター掲載
啓発週間及び上映会のお知らせ掲載

１２月 筑前町めくばーる
実施主体　筑前町
啓発週間ポスターを掲示する。

１２月 大刀洗町内
実施主体　大刀洗町
啓発ポスターの掲示
行政窓口に、啓発チラシの設置

12月6日 大木町こっぽーっとホール
実施主体　大木町
「人権週間の集い」会場にポスター掲示

大木町人権教育推進協議会
大木町教育委員会・大木町

１１月～１２月 吉富町内
実施主体　吉富町
広く同問題についての関心と認識を深めるため、啓発週間ポスターを掲
出する。

12月1日 遠賀町内

広く同問題についての関心と認識を深めるため、人権週間のリーフレット
に同週間の趣旨、啓発事項も併せて掲載する。
・実施主体　遠賀町
・配布物　人権週間リーフレット
・配布数　８００部

12月1日 築上町内各所
・実施主体　築上町
・啓発内容印字貼るカイロ２０００個配布

11月10日～12月18日 築上町内各所
・実施主体　築上町
ポスター300枚　大型看板20箇所

40 福岡県

街頭啓発活動

啓発資料
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月～12月中旬まで 飯塚市ホームページ

【実施主体】　飯塚市
【掲載内容】　啓発週間の趣旨、拉致問題講演会等のイベント開催に係
る記事

12月 大川市ホームページ

広く同問題についての関心と認識を深める
ため、ホームページに同週間の趣旨、啓発
事項を掲載する。
・実施主体 大川市

通年 行橋市ホームページ
・実施主体　行橋市
・掲載内容　啓発週間の趣旨・啓発事項

通年 太宰府市ホームページ
・実施主体　太宰府市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

11月～12月 ・嘉麻市ホームページ
実施主体　嘉麻市
・掲載内容　啓発週間の趣旨，福岡県他主催のイベント案内

11～12月 志免町ホームページ
・実施主体　志免町
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

通年 芦屋町ホームページ
・実施主体　芦屋町
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

11～12月 岡垣町ホームページ
実施主体　岡垣町
掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

１１月～１２月 遠賀町ホームページ
実施主体　遠賀町
広く同問題についての関心と認識を深めるため、同週間の趣旨、啓発事
項を掲載する。

11月から12月 築上町ホームページ
・実施主体　築上町
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

40 福岡県

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 大牟田市内

・実施主体　大牟田市
・配布物　　 広報誌「おおむた」（１２月1日号）
・配布数　　 54,300部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

12月1日 田川市内
実施主体　田川市
配布物　自治体広報誌「たがわ」
配布数　19,000部

11月15日 柳川市内

・実施主体　柳川市
・配布物　広報誌「やながわ」(11月15日号）
・配布部数　24,700部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月1日 八女市全域

広報に啓発週間を伝えるための記事を掲載する。
・実施主体　八女市
・配布物　　広報やめ
・配布数　　23,400部

12月 筑後市内

・実施主体　筑後市
・配布物　　 広報誌「広報ちくご」（12月号）
・配布数　　 約18,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

12月 大川市内

広く同問題についての関心と認識を深める
ため、広報誌に同週間の趣旨、啓発事項
を掲載する。
・実施主体 大川市
・配布物 市報おおかわ(11月15日号)
・配布数 １３，２００部

12月 行橋市内

・実施主体　行橋市
・配布物　 　市報ゆくはし（12月1日号）
・配布数　 　27,300部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 豊前市内

・実施主体　豊前市
・配布物　　 広報誌「ぶぜん」（１２月号）
・配布数　　 １００００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

12月1日号 小郡市内

実施主体　小郡市
各家庭に配布している広報誌に、啓発週間の案内を掲載した。
・配布物　広報誌「おごおり」12月1日号
・配布数　市内世帯約22,000部

40 福岡県

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１２月 筑紫野市内

広く市民の｢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、啓発事項を掲載した。
・実施主体　筑紫野市
・配布物　　広報ちくしの（１２月１日号）
・配布数　　４１，３００部

１２月 春日市内

・実施主体　春日市
・配布物　　 市報「かすが」（12月1日号）
・配布数　　 49,600部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

１２月 大野城市内

市広報「大野城」にて周知・広報を実施した。
・実施主体　大野城市
・配布物　広報「大野城」
・配布部数　約44,000部

12月1日 うきは市内全域

・実施主体　うきは市
・配布物　広報誌「うきは」１２月1日号
・配布総数　１２,０００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 みやま市内

・実施主体　みやま市
・配布物　　 広報みやま（１２月１日号）
・配布数　　 12,700部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

１２月 糸島市内

・実施主体　糸島市
・配布物　　 広報「いとしま」（１２月１日号）
・配布数　　 37,300部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

１２月 那珂川町内

　広報誌に同週間の趣旨、啓発事項を掲載
・実施主体：那珂川町
・配布物：広報誌「広報なかがわ」12月号
・配布数：約19000部

12月号 久山町内

実施主体　久山町
配布物　広報「ひさやま」（12月号）
配布物　3,200部
掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月1日号 芦屋町内

・実施主体　芦屋町
・配布物　「広報あしや」（12月1日号）
・配布数　　6,800部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

40 福岡県

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

１１月 岡垣町内

実施主体　岡垣町
配布物　　広報誌「広報おかがき」（11月10日号）
配布数　　１３，800部
掲載内容　啓発週間の趣旨等

１１月 小竹町内

・実施主体　小竹町
・配布物　 　広報誌「ひまわりだより」１１月号
・配布数　 　３，０００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 桂川町内

実施主体：桂川町
配布物：広報けいせん12月号
配布部数：5,600部
掲載内容：啓発週間の趣旨・啓発事項

１２月 大刀洗町内
実施主体　大刀洗町
大刀洗町広報１２月号に啓発週間の主旨、啓発事項を周知

12月 大木町内

・実施主体：大木町
・配布物：広報おおき（12月号）
・配布部数：４８００部
・掲載内容：啓発週間の趣旨、講演会案内

１２月 広川町内

・実施主体：広川町
・配付物：広報ひろかわ（１２月号）
・配付部数：約６，７００部
・掲載内容：啓発週間の趣旨，啓発事項

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、広報誌に同週間の趣
旨・啓発事項を掲載する。
・実施主体　吉富町
・配布物　広報「よしとみ」１２月号
・配布数　2,800部

12月 上毛町内

広く同問題についての関心と認識を深めるため、広報誌を媒体とする周
知・広報を実施予定。
・実施主体　上毛町
・配布物　広報「上毛」
・配布数　3,000部

11月 築上町内

・実施主体　築上町
・配布物　　広報誌「広報ちくじょう（11月号）」
・配布数　　7,800部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項自主主体

40 福岡県

広報誌

98



都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月 築上町内

・実施主体　築上町
・配布物　　広報誌「広報ちくじょう（12月号）」
・配布数　　7,800部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

テレビ 12月1日～１６日 桂川町内 啓発週間及び上映会のお知らせ掲載 （ケーブルテレビ）

ラジオ 11月中旬～12月10日 スターコーンFM
・実施主体　築上町
講演会の内容の周知とともにスポット放送による啓発週間の周知を行う

12月10日 築上町文化会館コマーレ
・実施主体　築上町
ホワイトツリーにブルーリボンを掛けてもらい参加型の啓発イベントを行
う

11月26日～12月１８日 築上町築城支所ロビー
・実施主体　築上町
ホワイトツリーにブルーリボンを掛けてもらい参加型の啓発イベントを行
う

演劇公演 10月5日
伊万里市民センター文化

ホール

・拉致問題啓発舞台劇「めぐみへの誓い－奪還－」の上演
・実施主体　政府拉致問題対策本部、佐賀県、伊万里市
・参加人員　５７０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）

街頭啓発活動 12月2日
・ゆめタウン佐賀
・佐賀駅バスセンター

・啓発キャンペーンチラシの配布
・実施主体　佐賀市
・チラシ配布部数　1,100枚

・佐賀市社会人権・同和教育推進協議会
・人権擁護委員

パネル・写真展示
署名活動

12月9日
唐津市相知交流文化セン

ター

・ふれあい人権フェスタ2017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、唐津市ほか
・参加人員　500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、唐津市教育委員会、
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 12月12日～12月16日 鳥栖市立図書館
・拉致問題についてのパネル展及び啓発ポスターの掲示
・実施主体　鳥栖市

その他

40 福岡県

広報誌

佐賀県41
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月27日～12月26日 佐賀駅バスセンター
・啓発ポスターの掲示
・実施主体　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・チラシの設置
・実施主体　佐賀市

11月～12月
佐賀市内公民館・コミュニ

ティセンター
・啓発ポスターの掲示・チラシの設置　３４ヶ所
・実施主体　佐賀市

12月4日～12月16日 唐津市役所本庁舎
・啓発ポスターの掲示
・実施主体　唐津市

11月～12月 伊万里市内公共施設等
・啓発ポスターの掲示
・実施主体　伊万里市

6月20日～10月4日 鹿島市生涯学習センター
・啓発ポスターの掲示
・実施主体　鹿島市

12月10日～12月16日 鹿島市役所、各公民館等
・啓発ポスターの掲示
・実施主体　鹿島市

11月～12月
吉野ヶ里町役場

三田川庁舎
・啓発ポスターの掲示
・実施主体　吉野ヶ里町

11月27日～12月18日
みやき町各庁舎、町内公

共施設等
・啓発ポスターの掲示・チラシの設置
・実施主体　みやき町

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

12月 伊万里市ホームページ
・啓発記事を掲載
・実施主体　伊万里市

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）

12月 伊万里市内
・広報伊万里１２月号に啓発記事を掲載
・実施主体　伊万里市
・配布部数　21,000部（各戸配布）

12月 玄海町内
・町広報１２月号に啓発記事を掲載（各戸配布）
・実施主体　玄海町

広報誌

佐賀県

ホームページ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

ラジオ 12月10日～12月16日 県内
・ラジオ放送による啓発スポット広告
・実施主体　佐賀県
・放送回数　７回×２局

11月30日～12月26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

11月21日～12月10日 佐賀市立図書館本館
・人権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　佐賀市

佐賀市立図書館

懸垂幕掲揚及び署名活動 12月11日 長崎市浜町アーケード
・懸垂幕掲揚及び署名活動
・実施主体　長崎県議会拉致問題早期解決議員連盟 長崎県議会拉致問題早期解決議員連盟

街頭啓発活動 12月11日 対馬市交流センター 北朝鮮拉致問題啓発のためのビラ及びグッズの配付 対馬南警察署　警備課

12月9日～12月16日

本庁舎
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
・実施主体　内閣府拉致問題対策本部
・ポスター掲示部数　115部

内閣府拉致問題対策本部

11月20日～12月16日

本館ロビー
地域センター(19か所)
大型公民館(6施設)

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
・実施主体　長崎県(長崎市)
・ポスター掲示枚数　27枚

　

12月1日～12月18日
本館ロビー

東長崎・日見・茂木
地域センター

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間チラシの設置
・実施主体　長崎県(長崎市)
・チラシ設置枚数　200枚

１１月～１２月 佐世保市

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　佐世保市
・掲出箇所　２２か所
（本庁舎、全支所、図書館、保健福祉センター、男女共同参画推進セン
ター等）

長崎地方法務局佐世保支局
佐世保人権擁護委員協議会
佐世保市教育委員会

１２月１０日～１２月１６日

島原市本庁舎
有明支所

下折橋庁舎
外港庁舎

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間チラシ配布
・実施主体　島原市
・チラシ配布部数　２０部

　

１１月～１２月 諫早市内公共施設内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　長崎県（諫早市）

　

12月10日～12月16日
大村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 　
啓発資料

長崎県

図書コーナー

佐賀県41
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

11月～12月 平戸市内全域
　啓発週間ポスターを庁内に掲出した。
　実施主体：長崎県平戸市

10月25日～11月4日
松浦市庁舎・各支所、各公

民館
・啓発週間ポスターの掲示

長崎地方法務局平戸支局
平戸人権擁護委員協議会

12月10日～12月16日
五島市役所　（12ヶ所）

本庁・支所・出張所
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示（法務局作成分） 　

12月1日～12月31日 西海市庁舎
【総務課】
拉致問題映画上映のポスター掲示、案内等

　

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掲示 　

１２月１０日～１２月１６日 長与町庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスターの掲示
・実施主体　長与町

１１月、１２月
　　波佐見町庁舎及び
　　町内公共施設

・北朝鮮人権侵害問題啓発週刊ポス　ターの掲示
・実施主体　波佐見町

　

DVD上映会 12月9日
新上五島町鯨賓館ミュージ

アム

１３歳の時に北朝鮮に拉致されてしまった横田めぐみさんの話を中心
に、拉致問題の経緯や被害者ご家族の救出活動などを描いたドキュメン
タリー映画の「めぐみ」を上映

新上五島町
長崎県拉致問題早期解決議員連盟

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
・実施主体　佐世保市

通年 波佐見町ホームページ
啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載
・実施主体　波佐見町

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、啓発事項を掲載した
・実施主体　佐世保市
・配布部数　１０１，８００部

　

平成29年12月号 西海市内全域
【安全安心課】
北朝鮮人権侵害問題啓発週間の広報掲載

11月 新上五島町
１３歳の時に北朝鮮に拉致されてしまった横田めぐみさんの話を中心
に、拉致問題の経緯や被害者ご家族の救出活動などを描いたドキュメン
タリー映画の「めぐみ」を上映するため掲載

長崎県
長崎県拉致問題早期解決議員連盟

啓発資料

長崎県

ホームページ

広報誌
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

電光掲示板・動画広告モ
ニター

12月10日～12月16
日

中央橋電光掲示板
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の電光掲示板による周知広報
・実施主体　長崎県(長崎市)

平成29年12月10日、
12月12日、12月14日

西海市内全域
【安全安心課】
北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発に関する放送をした。

１１月、１２月 新上五島町
１３歳の時に北朝鮮に拉致されてしまった横田めぐみさんの話を中心
に、拉致問題の経緯や被害者ご家族の救出活動などを描いたドキュメン
タリー映画の「めぐみ」を上映を町内防災無線を利用し告知

長崎県
長崎県拉致問題早期解決議員連盟

新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラジオ 11月 新上五島町

１３歳の時に北朝鮮に拉致されてしまった横田めぐみさんの話を中心
に、拉致問題の経緯や被害者ご家族の救出活動などを描いたドキュメン
タリー映画の「めぐみ」を上映するための宣伝をNBC自治体情報配信シ
ステムに登録

長崎県
長崎県拉致問題早期解決議員連盟

12月9日 松浦市内
・防災行政無線での啓発週間の周知
・放送時間帯　１９：３０
・回数　１回

松浦警察署

１１月、１２月 新上五島町
１３歳の時に北朝鮮に拉致されてしまった横田めぐみさんの話を中心
に、拉致問題の経緯や被害者ご家族の救出活動などを描いたドキュメン
タリー映画の「めぐみ」のポスター及びチラシを作成・掲示

長崎県
長崎県拉致問題早期解決議員連盟

４月１日～３月３１日 新上五島町本庁舎
北朝鮮拉致問題啓発ポスター（俳優の津川氏及び横田めぐみさん）の掲
示

その他
（防災行政無線）

H29.12.10 平戸市内全域
　北朝鮮人権侵害問題啓発週間について、防災行政無線を通じて周知
した。
　実施主体：長崎県平戸市

平戸警察署

講演会・集会 12月10日 熊本県立大学大ホール

県民の拉致問題に対する理解を一層深めるために講演会を開催。
・実施主体　熊本県、熊本県教育委員会
・講師　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　会長　西岡　力氏、熊本県教育庁教
育指導局人権同和教育課　課長　德永　憲治
・参加人数　３５０名

熊本県教育委員会、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、政府拉致問題対策本部、熊本地方法務局

ＤＶＤ上映会 12月10日 熊本県立大学大ホール

北朝鮮拉致問題解決に向けた講演会の開会に先立ち、ＤＶＤ［拉致被害者御家族ビデオメッセージ「必ず
取り戻す！愛する家族へ」を上映。
・実施主体　熊本県
・参加人数　３５０名

署名活動 6月13日 熊本市下通りアーケード
拉致被害者の早急な救出を広く県民に訴えるため、本県の拉致被害者松木薫さんの退場
日である当該日に街頭署名活動を行った。
実施主体　熊本県拉致議連

北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会
熊本県

館内放送

長崎県

　その他

43 熊本県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

パネル・写真展示 １２月 熊本県庁舎内
県関係拉致被害者松木薫さん、増元るみ子さんに関するパネルを展示
した。
・実施主体　熊本県

１２月１０日～１６日 熊本県立大学大ホール

啓発冊子「取り戻したい家族の絆」（熊本の拉致被害者松木薫さんに関する冊子）を作成し、講演会参加
者に配付。
・実施主体　熊本県
・配布部数　３５０部

北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の
会、北朝鮮に拉致された日本人を救出する佐
賀の会、熊本県教育委員会

１２月１０日～１６日 水俣市庁舎
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
実施主体　水俣市

１２月 宇城市庁舎内
啓発週間ポスターの掲示
実施主体　宇城市

１２月 長洲町役場他公共施設
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
実施主体　長洲町

１１月～１２月 大津町
啓発週間ポスターの掲示
掲示場所　町内各施設、人権啓発福祉センター他

１２月１日～１２月２８日 西原村庁舎
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
実施主体　西原村
掲示数　１枚

１２月１０日～１６日 嘉島町役場庁舎
北朝鮮人権人外問題啓発週間ポスターの掲示
実施主体　嘉島町
掲示部数　１部

４月１日～３月３１日 苓北庁内各公共施設 拉致問題啓発ポスターの掲示

通年 熊本県ホームページ
・実施主体　熊本県
・掲載内容　拉致問題全般、啓発事項

１２月１日～１６日
人吉市ホームページ

http://www.city.hitoyoshi.lg
.jp/

実施主体　人吉市
掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

４月１日～３月３１日 水俣市ホームページ
啓発週間の趣旨、啓発事項
実施主体　水俣市

１１月１７日～１２月１７日 宇土市ホームページ
北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めるための啓発、熊
本県による講演会開催のお知らせ

ホームページ

啓発資料

43 熊本県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月1日 広報ひとよし

実施主体　人吉市
配布物　　広報ひとよし（１２月１日号）
配布数　　１４，０００部
掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

１２月 菊陽町
北朝鮮人権侵害問題啓発週間の記載
実施主体　菊陽町
配布数　　１６，４７０部

12月7日 西原村内

配布物　広報誌「広報西原」（１２月号）
実施主体　西原村
配布数　２，５００部
掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

ブルーリボンバッジの着用
６月１３日

１２月１０日
熊本市下通りアーケード
熊本県立大学大ホール

６月の署名活動、１２月の講演会の際にブルーリボンを着用した。
実施主体　熊本県、熊本県拉致議連

北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会

１０月２７日
１１月２５日

熊本県内
新聞広告を利用し、人権週間及び北朝鮮人権侵害問題啓発週間の内容を周知した。
・実施主体　熊本県
・掲載紙　熊本日日新聞すぱいす及び５紙

12月13日 エフエムやつしろ

・地元ラジオ局での啓発放送の実施
・実施主体　熊本県（八代市）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に併せて下記の内容をラジオで発信
○拉致問題概要、啓発週間について
　八代市の取組み

１２月１０日～１６日 熊本県庁舎内
啓発週間周知用の看板を県庁舎内に設置
・実施主体　熊本県

４月１日～３月３１日 五木村庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示 北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会

１２月８日～１４日 中津市役所
アニメ「めぐみ」の上映
　・実施主体　中津市

12月11日 豊後高田市隣保館
アニメ「めぐみ」の上映
・実施主体　豊後高田市

DVD上映会

　新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラジオ

広報誌

その他

大分県44
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月1日 大分市内

広く同問題についての関心と認識を深めるため、街頭で人権週間とあわ
せたチラシを配布した。
 ・実施主体　大分県
 ・配布部数　２，０００部

大分地方法務局、大分県人権擁護委員連合
会、大分県教育庁

12月1日 大分市内中心部

広く当問題についての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
・配布部数　　約９００部

１２月８日～１４日 中津市役所
横田夫妻の講演会時の写真展示
・実施主体　　中津市

１２月４日～１５日 日田市役所
北朝鮮人権侵害問題に関するパネル展示
・実施主体　日田市

１１月下旬 大分県内
啓発週間ポスター・チラシによる啓発
・実施主体　大分県及び県内市町村

１１月～１２月 杵築市内
啓発週間の内容を隣保館機関紙「ふれあい」に２回掲載のうえ配布
・実施主体　杵築市隣保館
・配布部数　各７００部

１１月～１２月 杵築市内

人権フェスティバル案内チラシ（市主催）の裏面を利用し、啓発週間の内
容を掲載のうえ配布
・実施主体　杵築市・人権同和教育推進協議会
・配布部数　３００部

１１月２６日～１２月１６日
大分市内（人権啓発セン
ター　　ヒューレおおいた）

広く当問題についての関心と認識を深めるため、　リーフレットを設置し
た。
・実施主体　大分市
・設置部数　　　１００部

１２月１日～１２月１６日 大分市ホームページ
広く当問題についての関心と認識を深めるため、　市ホームページ上で
広報を行った。
・実施主体　大分市・大分市教育委員会

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
・実施主体　　杵築市

通年 津久見市ホームページ
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
・実施主体　　津久見市

ホームページ

啓発資料

パネル・写真展示

街頭啓発活動

大分県44
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

通年 宇佐市ホームページ
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
・実施主体　　宇佐市

12月1日
大分市内全戸及び郵便

局、銀行等

広く当問題についての関心と認識を深めるため、市報で広報を行った。
・実施主体　大分市・大分市教育委員会
・配布部数　　約２０８,０００部

１２月 別府市内全世帯

・配布物　　広報誌「市報べっぷ」（１２月号）
・配布部数　約４８,５００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　別府市

１２月 中津市内全世帯

・配布物　市報　「なかつ」（１２月１日号）
・配布部数　約３５,０００部
・掲載内容　啓発週間のおしらせ
・実施主体　中津市

１２月 佐伯市内全世帯

・配布物　広報誌　「さいき」（１２月１日号）
・配布部数　３３,０００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨　啓発事項
・実施主体　佐伯市

１２月 竹田市全世帯

・配布物　　広報誌「広報たけた」（１２月号）
・配布部数　９,３００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　竹田市

１２月 豊後高田市全世帯

・配布物　　市報「ぶんごたかだ」（１２月号）
・配布部数　１０,６４２部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　豊後高田市

１２月 杵築市全世帯
広く当問題についての関心と認識を深めるため、市報に掲載
・配布部数　１１，５００部
・実施主体　杵築市

パネル・写真展示 12月12日～12月17日
県立図書館
１Fロビー

啓発用パネル及びチラシの展示、配布、ＤＶＤの上映、関連図書の紹介
実施主体：県

県立図書館

街頭啓発活動 12月3日 イオンモール宮崎
人権週間街頭啓発
（啓発用チラシの配布）
実施主体：県

県人権同和対策課

広報誌

ホームページ

45 宮崎県

大分県44
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月中旬 本庁舎
ポスターの掲示
（啓発資料による周知・広報）
実施主体：県

総務課
秘書広報課

11月下旬発行 関係団体

情報誌「じんけんの風」への掲載
（北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12/10～16)、県立図書館企画展のお
知らせ等）
実施主体：県

県人権同和対策課

ホームページ 通年 宮崎県ホームページ
拉致問題に関するページを掲載
実施主体：県

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

①12月10日
②12月11日～12月

15日

①新聞各社
②FM宮崎

県広報
①県政けいじばん
②TODAYみやざき
（北朝鮮人権侵害問題啓発週間のお知らせ）
実施主体：県

懸垂幕の掲出 12月11日～12月18日
県庁舎（8号館）、県総合庁

舎（都城市、延岡市）

北朝鮮人権侵害問題啓発週間のお知らせ
実施主体：県
掲出数：各１

ＤＶＤ上映会
11月～12月

鹿児島県，鹿児島市，霧島
市，姶良市

アニメ「めぐみ」の上映
実施主体：鹿児島県，鹿児島市，霧島市，姶良市

職員向け勉強会
７月19日
8月2日

鹿屋市 実施主体：鹿屋市

署名活動 通年

県各振興局・支庁，霧島
市，鹿屋市，伊佐市，姶良
市，長島町，錦江町，中種

子町

実施主体：鹿児島県，霧島市，鹿屋市，伊佐市，姶良市，長島町，錦江
町，中種子町

パネル・写真展示 7月～２月

県各地域振興局・各支庁，
鹿児島市，鹿屋市，出水

市，姶良市，西之表市，霧
島市，伊佐市，長島町，錦
江町，大崎町，中種子町

拉致被害者及び特定失踪者等に関するパネルを展示
実施主体：鹿児島県及び11市町

通年 県内
啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　鹿児島県及び県内市町村

法務省

11月～12月 県内
チラシ（鹿児島県作成）の配布
・実施主体　鹿児島県及び県内市町村

46 鹿児島県

啓発資料

啓発資料

45 宮崎県
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

ホームページ 通年
鹿児島県，鹿児島市，鹿屋

市，垂水市，
霧島市，南九州市，姶良

市，中種子町

拉致問題に関する情報を掲載
実施主体：鹿児島県，鹿児島市，鹿屋市，垂水市，霧島市，南九州市，
姶良市，中種子町

12月 県内
啓発週間に合わせて，県広報紙に掲載
実施主体：鹿児島県
配布部数：74000部

８月～12月

鹿児島市，鹿屋市，枕崎
市，薩摩川内市，

霧島市，南さつま市，志布
志市，伊佐市，

姶良市，いちき串木野市，
西之表市，

曽於市，三島村，さつま
町，大崎町，

錦江町，南大隅町，肝付
町，中種子町，

南種子町，龍郷町，瀬戸内
町，知名町，

天城町

　各自治体発行の広報紙等に掲載
実施主体　 県内24市町村(約555,000部）

11月～12月 県内
・実施主体　鹿児島県
・新聞　（地方新聞　2紙）
・放送局　　 MBCラジオ，FMかごしま

12月
宇検村
霧島市

・実施主体　宇検村，霧島市
・放送局　　 NPO法人　エフエムうけん
　　　　　　　　　　　　　FMきりしま

電光掲示板・動画広報モ
ニター

通年
鹿児島県庁舎

日置市

県庁敷地内の電光掲示板を利用
実施主体：鹿児島県
拉致現場に近い吹上高校前のバス停
実施主体：日置市

懸け垂れ幕等 通年 霧島市，姶良市，鹿屋市 実施主体：霧島市，姶良市，鹿屋市

館内放送 11月～12月
鹿児島県，鹿児島市，鹿屋

市，霧島市，東串良町
実施主体：鹿児島県，鹿児島市，鹿屋市，霧島市，
東串良町

ブルーリボンバッジの着用 通年
鹿児島県，霧島市，鹿屋

市，姶良市，垂水市，
奄美市，中種子町

職員へのブルーリボン着用の呼びかけ等
実施主体：鹿児島県，霧島市，鹿屋市，姶良市，
垂水市，奄美市，中種子町

広報誌

46 鹿児島県

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

公用車への啓発マグネッ
ト・ステッカーの貼り付け

通年 霧島市 実施主体：霧島市

その他
（町内放送）

11月～12月 中種子町，南種子町
市町内無線
・実施主体　中種子町，南種子町

その他
（ツリー)

12月 鹿屋市
ブルーリボンツリー飾り
実施主体：鹿屋市

その他
（出前講座）

7月７日
9月8日

姶良市
市内の各種団体等からの要請に基づき人権出前
講座を行い、その中で拉致問題への啓発を図る。
実施主体：姶良市

その他
(募金）

通年 霧島市，鹿屋市
募金活動
実施主体：霧島市，鹿屋市

支援する会鹿児島

演劇公演・コンサート（ＰＶ含む） 2月10日 宜野湾市民会館
・実施主体　内閣官房拉致問題対策本部、宜野湾市
・行事内容　「めぐみへの誓い-奪還-」の上映

内閣官房拉致問題対策本部(主催)、
宜野湾市(主催)、沖縄県(後援)

12月11日～15日 那覇市役所本庁舎１階
・実施主体　那覇市
・北朝鮮による拉致問題に関するパネルの展示

12月４日～８日 読谷村役場内
・実施主体　読谷村
・北朝鮮による拉致問題に関するパネルの展示

12月４日～16日 多良間村役場ロビー
・実施主体　多良間村
・北朝鮮による拉致問題に関するパネルの展示

啓発資料 11月～12月 県内
・実施主体　沖縄県及び県内市町村
･実施内容　啓発週間チラシの配布･掲示

北朝鮮人権侵害ポスターの掲示（うるま市、宮
古島市、南城市、嘉手納町）

館内放送 12月11日～15日 那覇市役所本庁舎 ・パネル展開催期間中の庁内放送（１日２回）

ホームページによる周
知・広報

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

46 鹿児島県

沖縄県47

パネル・写真展示
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

4月～5月
市役所本庁舎、各区役所

（10区）

・拉致問題啓発パンフレット（北海道作成）の配布
・実施主体　札幌市
・チラシ配布部数　327部（本庁舎27、区役所300）

12月8日～12月15日
市役所本庁舎、各区役所

（10区）

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター及び政府主催シンポジウムの
ポスター掲示並びにシンポジウムチラシの配布
・実施主体　札幌市
・チラシ配布部数　99部（本庁舎9、区役所90）

3月27日～5月27日
市役所本庁舎、各区役所

（10区）

・拉致問題啓発パンフレット（北海道作成）の配布
・実施主体　札幌市
・チラシ配布部数　329部（本庁舎29、区役所300）

DVD上映会 7月21日 札幌駅前地下広場

・①特定失踪者問題調査会代表・荒木和博氏による講演、②アニメ「めぐ
み」、映画「拉致私たちは何故、気付かなかったのか」、「被害者ご家族ビ
デオメッセージ」、映画「めぐみ」の上映
・実施主体　政府拉致問題対策本部、北海道、札幌市、北朝鮮に拉致さ
れた日本人を救出する北海道の会

・政府拉致問題対策本部
・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

12月2日～12月15日 札幌駅前地下広場
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター及び周知テキストの大型ビジョ
ンによる掲示
・実施主体　札幌市

12月4日～12月17日
道新メガビジョン

（札幌市中央区南4条西3
丁目　すすきのビル壁面）

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知テキストの大型ビジョンによる掲示
・実施主体　札幌市

DVD上映会 12月11日～15日
仙台市役所１階ギャラリー

ホール

拉致被害者のパネル・写真展示と併せて，啓発アニメ「めぐみ」を放映し
た。
　　実施主体　仙台市

パネル・写真展示 12月11日～15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。
　　実施主体　仙台市
　　実施内容　パネル等の展示，啓発アニメ「めぐみ」の放映，啓発ポス
ターの掲示

11月上旬から順次
配布

市内

写真展開催チラシを作成・配布した。
　　実施主体　仙台市
　　配付部数  1,500部

法務局より送付されたポスターを掲出・配布した。
　　実施主体　仙台市
　　配布部数　100部

啓発資料

啓発資料

電光掲示板・動画広告モ
ニター

札幌市

【2】 仙台市

【１】

111



都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

7月５日～通年 市内
法務局、宮城県より送付されたポスターを地下道に掲出している。
　　実施主体　仙台市
　　設置箇所　４箇所

ホームページ 通年 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。
　　実施主体　仙台市

広報誌 12月1日・7日 仙台市内

広報誌に記事を掲載することにより広報を実施した。
　　実施主体　仙台市
　　広報誌
　　　　・仙台市政だより
　　　　・河北新報折込紙 「河北ウィークリー」
　　　  ・フリーペーパー「ぱど」

列車、地下鉄、バス中吊
り広告

12月１日～12月31日 市内
　実施主体　仙台市
　地下鉄南北線　窓ガラスステッカー　84枚
　地下鉄東西線　戸袋ガラスステッカー　60枚

新聞、テレビ、ケーブル
テレビ、ラジオ

12月2日・4日・９日
12月11日～12月15

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。
　　実施主体　仙台市
【ラジオ放送】
　市で枠を持っている5局で放送
　放送局：東北放送，Date fm，ラジオ3，エフエムたいはく，fmいずみ

自販機メッセージボード 12月8日～15日
仙台市内１０か所の自動販

売機
自販機メッセージボードにより広報を実施
実施主体　仙台市

館内放送 12月11日～15日 仙台市役所本庁舎
庁内放送により広報を実施した。
　実施主体　仙台市
　放送回数　午前１回，午後１回

その他（メール配信） 12月5日
仙台市メール配信サービス
申込者

写真展開催情報をメール配信した。
　実施主体　仙台市

啓発資料

【2】 仙台市
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

広報誌 12月 さいたま市内

・配布物　　 「市報さいたま」（１２月号）
・配布数　　 約６０万部
・掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨
・実施主体　さいたま市

　

１２月８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、庁舎入口等に看板を設置
・実施主体　さいたま市

通年 さいたま市役所本庁舎等
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
・実施主体　さいたま市

ホームページ 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。

・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

【4】 千葉市 講演会・集会 9月23日

ホテルポートプラザちば
（千葉市中央区千葉港８－

５）

・主催者挨拶、拉致被害者御家族報告、関係団体報告、特定失踪者御
家族メッセージ、ＤＶＤ上映
・実施主体（政府拉致問題対策本部、千葉県、千葉市、千葉県議会拉致
問題早期解決の支援に関する議員連盟、北朝鮮に拉致された日本人を
救出する千葉の会）
・参加人員　約350名

・北朝鮮に拉致された日本人を救出するため全国協議会
（救う会）
・特定失踪者問題調査会
・特定失踪者（北朝鮮による拉致の可能性を排除できない
失踪者）家族有志の会
・千葉県市長会
・千葉県町村会
・千葉県教育委員会
・千葉市教育委員会
・千葉テレビ放送
・（株）千葉日報
・ベイエフエム

講演会・集会
コンサート

ＤＶＤ上映会
10月2日

川崎市平和館
（平和の広場）

（拉致被害者家族を支援するかわさき市民のつどい）
・国の取組報告
・横田御夫妻御挨拶（横田早紀江さんからのビデオメッセージ）
・横田めぐみさん救出に向けた活動を収めたドキュメンタリー短編映画の
上映
・ミニコンサート

【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
（構成団体：横浜地方法務局川崎支局、川崎人権擁
護委員協議会、川崎市）

①4月21日～4月23日
②5月22日～5月27日
③6月2日～6月4日
④7月29日・7月30日
⑤10月11日～10月13
日
⑥11月10日～11月12
日
⑦1月11日～1月17日
（14日を除く）
⑧2月5日～2月9日

①アトレ川崎店
②専修大学サテライトキャ
ンパス
③ミューザ川崎
④高津図書館
⑤麻生市民交流館やまゆ
り
⑥グランツリー武蔵小杉
⑦宮前区役所
⑧市役所第3庁舎

（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】
①～⑧あさがおの会
①株式会社アトレ
③ミューザ川崎
【共催・後援】
②後援：専修大学
④共催：川崎市教育委員会

パネル・写真展示
ＤＶＤ放映（常時）

啓発資料
図書コーナー

【3】
懸け垂れ幕等

さいたま市

【5】 川崎市
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

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
設けるもの

啓発資料
通年・随時実施
（啓発週間を含む）

川崎市役所本庁舎、川崎
市平和館、「拉致被害者家
族を支援するかわさき市民
のつどい」会場、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上記つどい、写真展において配布

政府拉致問題対策本部事務局

ホームページ 通年

川崎市には、拉致被害者の横田めぐみさんの御両親が在住されており、
本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解説するもの。平成30
年3月に更新

広報誌
通年・随時実施

（啓発週間を含む）
「拉致被害者家族を支援するかわさき市民のつどい」をはじめとする啓
発事業の掲載等

電光掲示板・動画広告モニター

①4月21日～27日
   7月28日～8月3日
   9月29日～10月5
日
   12月8日～12月14
日
②4月1日～3月31日

①アゼリアビジョン
（川崎駅東西自由通路）
②You Tube「川崎市チャン
ネル」

拉致被害者横田めぐみさんの御両親が本市に在住していることから、横
田御夫妻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
的とするもの

【協力】
あさがおの会

懸け垂れ幕等
12月8日～12月18日
※バナースタンド
は、通年設置

・懸け垂れ幕
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

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するもの

ブルーリボンバッジの着
用

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

7月29日 新都市プラザ
・実施主体：横浜市
・内容：横田滋写真展

協力：あさがおの会（横田めぐみさんご家族支
援の会）
横浜市人権擁護委員会
横浜市地方法務局

11月23日
鶴見区民文化ホール

サルビアホール
・実施主体：横浜市
・内容：拉致問題啓発パネル他の展示

協力：横浜市人権擁護委員会
横浜市地方法務局

12月4日～15日 市庁舎
・実施主体：横浜市
・内容：拉致問題啓発パネル・ポスター、チラシ、啓発物品等の展示

パネル・写真展示
ＤＶＤ放映（常時）

啓発資料
図書コーナー

パネル・写真展示

【6】 横浜市

【5】 川崎市
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

パネル・写真展示
街頭啓発活動

啓発資料
ＤＶＤ上映会

12月10日 新都市プラザ
・実施主体：神奈川県・横浜市
・内容：横田滋写真展、ミニコンサート、パネル展示、ＤＶＤ上映会、拉致
被害者・特定失踪者の家族の訴え

協力：あさがおの会（横田めぐみさんご家族支
援の会）

電光掲示板・動画広告モ
ニター

12月4日～10日 市営地下鉄車内用
・実施主体：横浜市
・内容：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
（1車両3か所）を使用し広告を表示）

ホームページ 通年 ホームページ
・実施主体：横浜市
・内容：啓発週間の周知，市の取組の紹介

広報誌 12月 相模原市内

北朝鮮人権侵害問題について,市民の関心と認識を深めるため、市広報
紙に同週間の期間、強調事項を掲載した。
・実施主体　　相模原市
・配布物　　　 広報さがみはら　12月1日号
・配布数　　　 24万4,000部

　

電光掲示板・動画広告モ
ニター

12月1日～16日
小田急線相模大野駅北口
ペデストリアンデッキ（大型

放映機器）

北朝鮮人権侵害問題について、市民の関心と認識を深めるため、大型
放映機器に同週間の期間、強調事項を放映した。
・実施主体　　相模原市

自販機メッセージボード 12月1日～16日
市内各所（電光掲示板機

能付自動販売機）

北朝鮮人権侵害問題について、市民の関心と認識を深めるため、電光
掲示板に同週間の期間、強調事項を放映した。
・実施主体　　相模原市

パネル・写真展示 12月9日～18日
あじさい会館
（相模原市）

北朝鮮人権侵害問題について、市民の関心と認識を深めるため、パネ
ル展を開催した。
・実施主体　　相模原市
・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
踪者パネルの展示

啓発資料 10月～12月
相模原ギオンスタジアム
相模大野駅前・橋本駅前

（主な配布場所）

市内ホームタウンチームと連携した人権啓発活動の一環で作成した卓
上カレンダーにおいて、「北朝鮮当局による拉致問題への関心と認識を
深めよう」との標語を掲載した。
・作成数　　3,000部

・相模原人権啓発活動地域ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会
・ﾉｼﾞﾏ相模原ﾗｲｽﾞ
・三菱重工相模原ﾀﾞｲﾅﾎﾞｱｰｽﾞ
・ＳＣ相模原
・ﾉｼﾞﾏｽﾃﾗ神奈川相模原

【7】 相模原市

【6】 横浜市
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

演劇公演・コンサート（Ｐ
Ｖ含む）

10月18日 県民会館（小ホール）
「横田めぐみさんとの再会を誓うチャリティーコンサート」の開催により、
拉致問題の関心や認識を深める。収益の一部を拉致活動に寄付

横田めぐみさんの同級生の会

11月15日
新潟日報社

メディアシップ

拉致問題の解決を願う一週間：めぐみさんに会いたい。～拉致から40年
思いを語る，奏でる

あさがおの会，新潟県，新潟日報社，朝日新聞
社

11月18日
新潟市民芸術文化会館

りゅーとぴあ（劇場）

忘れるな拉致　県民集会
講演，ミニコンサート，拉致問題のパネル展
実施主体　新潟市、新潟県，新潟日報社

救う会新潟

ＤＶＤ上映会
12月15日 新潟市江南区役所

「映画めぐみ－引き裂かれた家族の30年－」を上映。
実施主体　新潟市、新潟県
来場者　50名

政府拉致問題対策本部

6月20日～11月24日
市役所本館及び各区役所

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）

11月13日～11月17日
新潟日報社

メディアシップ

拉致問題の解決を願う一週間：横田滋写真展～めぐみちゃんと家族の
メッセージ～

あさがおの会，新潟県，新潟日報社，朝日新聞
社

12月9日～12月10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
実施主体　新潟市、新潟県

新潟日報社、救う会新潟

12月15日 新潟市江南区役所
めぐみ上映会の会場前などにパネルを設置
実施主体　新潟市、新潟県

救う会新潟

2月1日～2月28日 新潟市役所（本館） 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

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。

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。

11月14日～12月18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。

2月1日～2月28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。

懸け垂れ幕等

パネル・写真展示
【8】 新潟市

講演会・集会
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

【9】 静岡市 啓発資料 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提示
・実施主体　静岡市

　

啓発資料 12月10日～12月16日 浜松市庁舎
・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
・実施主体　浜松市
・チラシの配布部数　100枚

　

ホームページ 通年 市ホームページ
・拉致の可能性がある本市出身者に関する情報提供依頼
・実施主体　浜松市

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。
・実施主体　名古屋市

　

11月中旬～ 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
・実施主体　名古屋市

ホームページ 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
・実施主体　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
・実施主体　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
・実施主体　名古屋市

ＤＶＤ放映（常時） 12月10日～12月14日 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研修室においてＤＶＤ（めぐみ・拉致
～許されざる行為）を放映
・実施主体　名古屋市

図書コーナー 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
・実施主体　名古屋市

その他(デジタルコンテン
ツによる周知・広報）

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
・実施主体　名古屋市

パネル・写真展示

啓発資料

浜松市【10】

名古屋市【11】
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

12月10日～16日
市役所，各区役所・支所

及び文化会館等

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，法務省
作成の啓発週間ポスターを掲示した。
・配布部数　７０部

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・高・総合支援学校　２５７校

その他 12月10日 フェイスブックページ フェイスブックページにおいて，啓発週間の周知コメントを投稿した。

講演会・集会 2月17日 KKRホテル大阪

・拉致問題を考える国民の集いin大阪の開催
・実施主体　政府拉致問題対策本部、大阪府、大阪市、府内全市町村
・参加者数　約500名
・政府取組み報告
・講演
・ミニコンサート
・パネル展示
・大阪ブルーリボンの会による署名活動

大阪ブルーリボンの会

ＤＶＤ上映会 12月16日 ピースおおさか

・拉致問題啓発映画「めぐみ―引き裂かれた家族の30年」上映会の開催
・実施主体　政府拉致問題対策本部、大阪府、大阪市、府内全市町村
・パネル展示
・参加者数　約200名

ホームページ 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 12月4日～11日 大阪市役所

「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」啓発パネル展
実施主体：大阪市、大阪府
・政府「拉致啓発パネル」及び大阪ブルーリボンの会所有の写真の展示
・「拉致被害者ご家族ビデオメッセージ」上映

大阪ブルーリボンの会

12月 大阪市内

拉致問題を考える国民の集いin大阪の周知と拉致問題の趣旨、啓発事
項を掲載
・実施主体：大阪市
・配布物：大阪市人権だより「KOKOROねっと」
・発行部数：27,000部

12月 大阪市内

北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と事業案内
・実施主体：大阪市
・配布物：大阪市生涯学習情報誌「いちょう並木」
・発行部数：25,000部

【12】
京都市

【13】 大阪市

広報誌

啓発資料による周知・広報
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

街頭啓発活動 12月10日 JR大阪駅イベントスペース
啓発イベント（ミニコンサート）の実施
啓発グッズの配布
・実施主体　大阪府、大阪市

電光掲示板・動画広告モ
ニター

3月1日～31日 大阪市役所、各区役所 デジタルサイネージでの拉致問題啓発の映像の表示

ブルーリボンバッジの着用 12月10日～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

図書コーナー 2月1日～3月1日 大阪市立中央図書館 拉致問題関係図書の展示

その他
（ブルーライトアップ）

12月10日～16日

大阪市役所、大阪水上バ
ス、湊町リバープレイス、と
んぼりクルーズ船、大阪府
立中之島図書館、ドーンセ
ンター、和泉シティプラザ、
ピースおおさか、大阪府咲
洲庁舎

施設のブルーライトアップ
大阪府
協賛企業

その他
（ポスター掲出）

①12月11日～16日

②1月11日～2月17
日

①市役所、各区役所・出張
所及び庁内関係機関

②市役所、各区役所・出張
所、地下鉄駅、市立中学
校・高等学校及び庁内関係
機関

①法務省作成の啓発週間ポスターの掲出

②拉致問題を考える国民の集いin大阪ポスターの掲出

広報紙による啓発 11月末 堺市内各家庭
広報紙「広報さかい」12月号に週間啓発記事を掲載し、市内各戸に配布
することで市民の同問題についての関心と認識を深める。・配布数　約
400,000部

啓発物品の配布 11月21日 市内主要駅等

市内主要駅頭等19か所において，人権週間啓発事業として市民等に配
布する啓発物に同問題に関する事項を掲載し市民の同問題についての
関心と認識を深める。
・配布物　啓発文付絆創膏配布数
　　　　　　　　　　　　　　　    　　　38,000個

堺市人権教育推進協議会

ポスターの掲出および電
光掲示板への表示

11月22日～12月21
日

市役所及び市施設

市役所及び市施設の掲示板へのポスターの掲出および庁舎案内表示
盤やＥＶインフォメーション、デジタルサイネージへの表示を通じ，市民の
同問題についての関心と認識を深める。また，堺市大小路線沿いの街
路灯に北朝鮮人権侵害問題を含む人権啓発のための吊幕を掲出する。

懸垂幕の掲出 12月11日～17日 各区役所
各区役所にて同問題に関するメッセージを記載した懸垂幕を掲出し，市
民の同問題についての関心と認識を深める。

堺市

【13】 大阪市

【14】
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

北朝鮮に拉致された日
本人を救出するための
写真展の開催及びのぼ

りの掲出

12月9日～17日
堺市北区役所１階

　　　　エントランスホール

北朝鮮に拉致された日本人を救出するための写真展を実施し，市民の
同問題についての関心と認識を深める。（「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）その際，同問題のメッセージを記
載したのぼりを掲出する。

北朝鮮に拉致された日本人を救出する堺の会

広報誌 12月 神戸市内

広く同問題についての関心と認識を深めるため，広報紙にパネル
展・啓発展の実施情報を掲載する。
・実施主体　神戸市
・配布物　　　広報紙こうべ
・配布対象　　神戸市内全世帯

ホームページ 12月5日 ー
広く同問題についての関心と認識を深めるため、神戸市ホーム
ページに同週間の趣旨，啓発事項を掲載した。
・実施主体　神戸市

　

啓発資料 12月5日 ー
職員向けに毎月発行されている人権シートにおいて、12月号は北
朝鮮拉致啓発問題を取り上げ、発行した。
・実施主体　神戸市

懸け垂れ幕等 12月9日～17日 神戸市役所2号館
広く同問題についての関心と認識を深めるため，横断幕を設置し
た。
・実施主体　神戸市

パネル・写真展示
DVD上映会

12月9日～17日
神戸市勤労会館、

青少年会館

広く同問題についての関心と認識を深めるため，啓発パネル展を
開催したほか、動画の放映も行った。
・実施主体　神戸市

平成29年12月 岡山市庁舎など

・人権手帳7,500冊を配布し、人権尊重の理念の普及を図った。（手帳に
印刷する強調事項の一つに「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」を掲載した）
・実施主体　岡山市

　

平成29年11月 岡山市庁舎など 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターやチラシを窓口等に設置

啓発資料岡山市【16】

堺市【14】

【15】 神戸市
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

演劇公演・コンサート（PV
含む）

10月31日
広島県民文化センター

（広島市）
・舞台劇「めぐみへの誓い-奪還-」上演
・パネル展示

内閣官房拉致問題対策本部事務局
広島県地域政策局国際課

11月12日
佐伯区民文化センター

（広島市）
佐伯区民まつりでのポスターの掲出、パンフレットの配布

11月11日～11月30日
広島市

地域交流センター
パネル展示、ポスターの掲出、パンフレットの配布

12月2日～12月17日
広島市

西地域交流センター
パネル展示、ポスターの掲出、パンフレットの配布

12月10日 広島市総合福祉センター パネル展示、ポスターの掲出、パンフレットの配付
広島県人権啓発ネットワーク協議会、広島法務
局、広島県社会福祉協議会、広島市社会福祉
協議会

広報誌 12月1日 広島市内

実施主体：広島市
配布物：広島市民と市政（12月1日号）
配布数：約42万部
掲載内容：啓発週間の趣旨、啓発事項

新聞、テレビ、、ケーブル
テレビ、ラジオ

12月9日
朝日新聞
読売新聞

12月9日、10日に開催の人権啓発フェスティバルの啓発記事の中で「北
朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知記事を掲載

講演会 12月6日 響ホール

ジャーナリスト・防人と歩む会会長・やおよろずの森代表　葛城奈海氏の
講演会を実施した。
・実施主体　北九州市、北九州市教育委員会
　　　　　北九州市人権問題啓発推進協議会
・参加人員　250人

啓発資料 12月1日 北九州市内各世帯配付

12月に市内各世帯に配付する人権啓発情報紙の中に、同問題の啓発
記事を掲載した。
・実施主体　北九州市、北九州市教育委員会
　　　　北九州市人権問題啓発推進協議会
・配付物 人権啓発情報紙「いのち　あい　こころ」
・配付数　　330,000部

ラジオ
11月6日、13日

12月11日
1月14日

福岡県一円

人権を考える5分間のラジオ番組「明日への伝言板」の中で同問題に関
するシナリオ「めぐみさんを待つ両親の思い」を放送した。ナレーターは
鶴田弥生さん。
・実施主体　北九州市
・放送局　　crossfm、ＲＫＢラジオ、ＫＢＣラジオ

シネアド上映 12月2日～15日
シネプレックス小倉

（全館上映）
人権啓発ＣＭの中で、同週間の告知を行った。
・実施主体　北九州市

北九州市【18】

パネル・写真展示

広島市【17】
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

テレビ 12月1日～16日 福岡県一円
人権啓発ＣＭの中で、同週間の告知を行った。
・実施主体　北九州市・福岡県・福岡市
・放送局　　　県内民放5局

福岡県・福岡市

パネル・写真展示 12月４日～15日
小倉北区役所１階

市民ロビー
（小倉北区）

拉致問題に関するパネルや資料（書籍、北九州市制作のラジオ番組な
ど）の展示を実施した。

北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の
会

講演会・集会 7月8日 福岡市役所15階講堂
・国民の集いを開催
・実施主体　福岡市，福岡県，拉致問題対策本部，救う会九州連絡協議
会

福岡県，拉致問題対策本部，救う会九州連絡
協議会

DVD上映会 12月1日 レソラＮＴＴ夢天神ホール
・映画「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」上映会を開催
・実施主体　福岡市，拉致問題対策本部

内閣官房拉致問題対策本部

DVD放映(常時） 　12月11日～14日 福岡市役所１階
・下記パネル展示と併せ，ご家族メッセージDVDを放映
・実施主体　福岡市

内閣官房拉致問題対策本部

パネル・写真展示 　12月11日～14日 福岡市役所１階
・パネル展示
・実施主体　福岡市

内閣官房拉致問題対策本部

啓発資料 11月～12月
福岡市役所，区役所，

公民館等
・啓発週間ポスター（法務省作成）を掲示
・実施主体　福岡市

ホームページ 11月～12月 福岡市ホームページ
・映画上映会やパネル展案内，啓発週間の周知
・実施主体　福岡市

広報誌 11月下旬～12月 市内
・市政だより12月1日号（市内全戸配付），ココロンセンターだより冬季号
（人権啓発センター機関誌）に啓発記事掲載
・実施主体　福岡市

懸け垂れ幕等 12月8日～18日 福岡市役所
・横断幕を掲示し，啓発週間を周知
・実施主体　福岡市

ブルーリボンバッジの着
用

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
・実施主体　福岡市

福岡市【19】

北九州市【18】
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都道府県
政令指定都市

実施事業 時期 場所 具体的な内容 連携協力先

広報誌 12月 熊本市内全戸に配布
実施主体　熊本市
市政だよりへの掲載
（北朝鮮人権侵害問題啓発週間）

　

啓発資料 通年 熊本市公共施設窓口

実施主体　熊本市
人権啓発ブック
「みんな幸せになりたい」への掲載
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の人権

【20】 熊本市
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