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【都道府県・ 指定都市】

講演会・集会
ＤＶＤ上映会

街頭啓発活動
署名活動

パネル・写真展示

7月17日
札幌駅前通地下広場（北３条交

差点広場・西側）

・映画・アニメ「めぐみ」上映会の開催、講演
・講演会（特定失踪者問題調査会代表 荒木和博 氏）
・拉致問題啓発パネル展示
・署名活動、ブルーリボンバッジの販売
・実施主体　北海道、札幌市

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

10月31日 釧路市中央図書館
・映画「めぐみ」上映会の開催
・実施主体　　北海道、釧路市

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

11月15日
旭川市市民活動交流センターＣｏ

ＣｏＤｅ
・映画「めぐみ」上映会の開催
・実施主体　　北海道、旭川市

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

パネル・写真展示 12月12日～12月13日 北海道庁舎
・北朝鮮による拉致問題に関するパネルの展示
・実施主体　　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

啓発資料 通年 道内各地
・北朝鮮による日本人拉致問題パンフレットの配布
・実施主体　　北海道
・パンフレット配布部数　6,800部

北朝鮮に拉致された日本人を救出する北海
道の会

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

メールマガジン
7月5日

11月8日
メールマガジン
 国際化通信

・啓発イベントの周知（映画・アニメ「めぐみ」上映会等）
・実施主体　　北海道

その他
(蓮池透氏講演会）

12月8日 とかちプラザ

・事業（「拉致問題の抜本解決と北東アジアの平和を考える集い」）の後
援（帯広市）
（事業内容）
・拉致被害者 蓮池薫氏 の兄 蓮池透氏 を講師に招き、拉致問題の解
決と北東アジアの平和についての講演会の実施
・実施主体　　「拉致問題の抜本解決と北東アジアの平和を考える集い」
実行委員会

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

北海道

令和元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

時　期

1

場　所　 具体的な内容　

ＤＶＤ上映会
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

街頭啓発活動 12月8日 イオンモール下田ＳＣ
・北朝鮮人権問題啓発週間チラシ・ポケットティッシュの配布
・実施主体　　おいらせ町人権擁護委員会
・配布部数　　500部

通年 青森県庁舎
・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 黒石市庁舎
・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

・北朝鮮人権問題啓発週間ポスターの掲示、チラシの配布
・実施主体　　青森県、市町村

11月～12月 西目屋村ホームページ
・北朝鮮人権問題啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　西目屋村

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

新聞、テレビ
ケーブルテレビ、ラジオ

12月9日～12月12日 県内
・ラジオによる北朝鮮人権問題啓発週間の周知
・実施主体　　青森県
・放送局、時間帯　ＲＡＢラジオ　7:30～7:35

2

ホームページ

啓発資料

青森県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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

11月（啓発資料を受け
た日）から12月16日

久慈市役所庁舎内
・北朝鮮人権侵害問題について、広く関心と認識を深めるため啓発ポス
ターの掲示。
・実施主体　　久慈市

　

12月10日から12月16日
滝沢市庁舎

他市内13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　滝沢市
・ポスター掲示　　14枚

盛岡地方法務局人権擁護課

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

12月10日～12月16日 久慈市ホームページ
・北朝鮮人権侵害問題について、広く関心と認識を深めるため市ホーム
ページに啓発事項を掲載。
・実施主体　　久慈市

12月10日～16日
一関市ホームページ

・市ホームページに北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨を掲載する。
・実施主体　　一関市
・媒体　　ホームページ

　

11月28日 奥州市

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

　

令和元年１２月 平泉町

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

　

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

　

3 岩手県

啓発資料

ホームページ

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

ＤＶＤ上映会 7月31日 ＴＫＰガーデンシティ仙台
・拉致問題「啓発上映会」を開催
・実施主体　　政府拉致問題対策本部，宮城県
・参加者数　　80名

北朝鮮に拉致された全ての人を
救出する宮城の会

署名活動 ６月 利府町
・利府町職員228人からの署名
・実施主体　　　利府町

北朝鮮に拉致された全ての人を
救出する宮城の会

パネル・写真展示
 ①12月9日～12月17日
 ②12月23日～12月27日

①大崎合同庁舎
②宮城県庁舎

・拉致問題啓発パネルを大崎合同庁舎及び宮城県庁舎に展示
・実施主体　　宮城県

北朝鮮に拉致された全ての人を
救出する宮城の会

12月10日～12月16日
登米市役所総合支所

（９支所）
・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　　登米市

　

通年 村田町役場本庁舎
・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　　村田町

ホームページ 12月 宮城県ホームページ
・啓発週間の周知
・実施主体　　宮城県

新聞、テレビ
ケーブルテレビ、ラジオ

12月 県内
・啓発週間の周知
・実施主体　　宮城県

その他
（啓発グッズ）

12月 県内
・啓発グッズ（消せる蛍光ペン）を作成し、県立高等学校に配布
・実施主体　　宮城県
・作成個数　　1,600個

宮城県4

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

演劇公演・コンサート 6月30日
北秋田市文化会館

「ファルコン」

・北朝鮮向けラジオ放送「ふるさとの風」「しおかぜ」共同公開収録、ミニ
コンサート
・主催：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
　共催：北秋田市　　　　後援：秋田県

北朝鮮に拉致された日本人を
救出する秋田の会

署名活動
啓発資料

12月15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　　　秋田県議会拉致問題解決促進議員連盟
・署名数　　　　 117筆
・チラシ配布数　500枚

北朝鮮に拉致された日本人を
救出する秋田の会

パネル・写真展示 12月11日～12月20日 秋田県庁舎
・県民への周知と啓発を図るため、啓発パネルを展示
・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

通年 秋田県庁舎
・県内特定失踪者問題啓発ポスターの掲示
・関係機関への啓発ポスター配布及び周知・協力依頼
・実施主体　　秋田県　　　・配布部数　　1,000枚

【ポスター配布先】
県内各市町村、小中高校、大学、道の駅、金
融機関、JR東日本等

通年 三種町庁舎
・ポスター（県作成）を掲示し、来庁者に周知
・実施主体　　三種町

　

通年 羽後町庁舎
・１階町民ホール内に、県から提供された啓発ポスターを掲示するととも
に、リーフレットを設置
・実施主体　　羽後町

　

6月20日～6月30日 男鹿市本庁舎
・北朝鮮向けラジオ放送の公開収録（北秋田市）のチラシによる周知
・実施主体　　男鹿市

秋～ 美郷町庁舎
・拉致問題に関する啓発ポスターの掲示
・実施主体　　美郷町

　

12月～3月
大館市庁舎

比内・田代支所
市内各小中学校

・秋田県作成のポスターを掲示
・実施主体　　　大館市

　

12月9日～12月31日
仙北市庁舎

市内小中学校
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　仙北市

　

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

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

12月10日～12月16日 東成瀬村庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　東成瀬村

　

秋田県

秋田市庁舎

啓発資料

5
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

通年
秋田県公式ウェブサイト

（https://www.pref.akita.lg.jp/pag
es/archive/9615）

・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

通年
　男鹿市HP

（http://www.city.oga.akita.jp/inde
x.cfm/13,10739,161,html）

・特定失踪者等（拉致）に関する情報提供
・実施主体　　男鹿市

　【リンク先】
・特定失踪者問題調査会
・秋田県警察
・秋田県

電光掲示板
動画広告モニター

　12月
湯沢市庁舎

（本庁舎及び支所）

・市庁舎において秋田県内特定失踪者問題啓発ポスターの掲示やデジ
タルサイネージを実施
・実施主体　　湯沢市

　

懸け垂れ幕等 通年 北秋田市本庁舎屋上
・横断幕を掲示「北朝鮮に拉致された被害者全員を救いだそう！！」
・実施主体　　　北秋田市

館内放送 12月12日～12月16日
秋田県庁舎

秋田地方総合庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知
・実施主体　　秋田県

5 秋田県

ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

職員向け勉強会 12月10日～12月16日 山形県内各警察署
・北朝鮮による日本人拉致問題について研修を実施
・実施主体　　　山形県警察本部
・受講者　　　　940名

　

ＤＶＤ放映（常時） 12月10日～12月16日 山形県庁１階ロビー
・ロビーで啓発ＤＶＤを上映
・実施主体　　　山形県

啓発資料
（ポスター含む）

12月10日～12月16日 山形県内

・啓発ポスター掲出及びチラシの配布
・実施主体　　山形県、山形県警察本部
・ポスター　　　30枚
・チラシ　　　　 3,838枚

山形県ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題について周知・広報
・実施主体　　山形県

山形県警察本部ホーム
ページ

・北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案に係る方々の情報の
周知、情報提供依頼
・実施主体　　山形県警察本部

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

通年

6 山形県

ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

通年 福島県庁舎
・年間を通じて啓発ポスターを掲示
・実施主体　　福島県

　

12月9日～12月13日 福島県庁舎

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

ホームページ 12月9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

Twitter 12月6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

福島県

啓発資料

7
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

パネル及び冊子の展示 通年 庁舎内
・広く同問題についての関心と認識を深めるためポスターパネル及び冊
子を県庁内２階県民コーナーに展示。
・実施主体　　茨城県

巡回パネル展示 11月 県生涯学習センター
・広く同問題についての関心と認識を深めるため県独自に作成した啓発
用チラシ及びポスターの配布、拉致に関するパネルを展示した。
・実施主体　　茨城県

啓発資料 11月～12月 県内
・啓発ポスターの掲出、啓発冊子の設置等を実施した。
・実施主体　　茨城県及び県内市町村

　

ホームページ 11月～12月 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事
項を掲載した。
・実施主体　　　笠間市ほか

広報誌 11月～12月 県内又は各市町内
・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題について
掲載した。
・実施主体　　常総市，龍ケ崎市，坂東市ほか

市町村
・広く同問題についての関心と認識を深めるためケーブルテレビでの啓
発を実施した。
・実施主体　　結城市

―

・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。
・実施主体　　茨城県
・掲載紙　　　 読売新聞，茨城新聞

8 茨城県

新聞、テレビ
ケーブルテレビ、ラジオ

12月
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会・集会
啓発資料

10月5日 栃木市大平文化会館

・人権ミニフェスタの実施
　講師　蓮池薫氏
　演題　「夢と絆」～北朝鮮での２４年、そして今～　約800人
・実施主体　栃木市/栃木市・真岡人権啓発活動地域ネットワーク協議
会
・冊子「すべての拉致被害者の帰国を目指して」配布。
　約８００部

栃木市・真岡人権啓発活動地域
ネットワーク協議会、
人権擁護委員

6月15日 県庁本庁舎
・「県民の日」イベントの展示ブースにおいてDVD上映、ポスター掲示、
啓発資料配布
・実施主体　栃木県

　

11月9日
わかくさアリーナ
とちぎ福祉プラザ

・「ヒューマンフェスタとちぎ２０１８」の「じんけん学びの　映画上映」コー
ナーにおいてアニメ「めぐみ」と「拉致被害者ご家族ビデオメッセージ」を
上映。人権施策推進室ブースにおいてポスター掲示、啓発資料配付
・実施主体　栃木県
・参加人員　６，０００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、栃木放送、とちぎテレビ、エフエ
ム栃木

啓発資料
ブルーリボンバッジの着用

12月1日～12月27日 栃木市庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びツリーによるブ
ルーリボンの周知啓発
・実施主体　栃木市

12月8日 ブレックスアリーナ宇都宮

・プロバスケットボール試合会場に設置したブースにおいてポスター掲
示、啓発資料配布
・実施主体　栃木県
・参加人員　４，０００人

・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
・栃木県人権啓発ネットワーク
　協議会

通年
足利市民プラザ

男女共同参画センター
（２階）

・政府 拉致問題対策本部ポスター（１種類）の掲示及びチラシを保管
（以前配布されたもの。残部１部、事務室で保管）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター（２種類）の掲示及びチラシの
配布（平成29年度に配布されたもの。残数部）
・実施主体　足利市　・ポスター　３種類掲示　・チラシ　２種類

通年 県庁本庁舎
・啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　栃木県

通年 佐野市内

・人権啓発リーフレット「HUMAN　RIGHTS」の作成
・主な配布先　学校、市内大型店舗等
・実施主体　佐野市、佐野市教育委員会
・作成部数　8,700枚

通年 野木町庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示およびリーフレットの設
置
・実施主体　野木町

ＤＶＤ上映会
啓発資料

啓発資料

9 栃木県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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

7月29日～8月15日
8月16日～8月26日

鹿沼市立図書館
隣保館

・北朝鮮による日本人拉致問題「１０の疑問にお答えします」のパンフ
レット設置
・実施主体　鹿沼市
・パンフレット設置部数100部

　

8月１日～8月28日
鹿沼市役所

隣保館

・人権パネル展にて『北朝鮮による日本人拉致問題』
  パンフレット配布（配布数200枚）
・実施主体　鹿沼市

11月30日 栃木市内

・「北朝鮮による日本人拉致問題」冊子配布
・実施主体　栃木市
・「人権を考える市民の集い」講演会開催時（約315部）
　人権啓発訪問保育所、幼稚園、事業所職員（約470部）

人権擁護委員

12月4日～12月17日 さくら市本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

12月5日～12月16日 日光市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

12月6日～12月16日
芳賀町庁舎正面玄関
芳賀町内共有施設

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　芳賀町

12月6日～12月16日 茂木町役場庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　茂木町

12月9日～12月16日 下野市庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　下野市

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

12月10日～12月18日
真岡市内公共機関

2か所
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　真岡市

12月14日 鹿沼市民情報センター

・北朝鮮による日本人拉致問題「１０の疑問にお答えします」のパンフ
レット設置
・実施主体　鹿沼市
・パンフレット設置部数100部

9 栃木県

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

通年 足利市ホームページ
・主に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知啓発関連リンク「政府 拉
致問題対策本部」を掲載。
・実施主体　足利市

通年 野木町ホームページ
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知および北朝鮮による拉致問題に
ついての啓発
・実施主体　野木町

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

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を周知
・実施主体　栃木県

12月 県内

・広報誌「栃木県民だより」に啓発週間の周知記事を掲載
　（県ホームページにWEB版掲載）
・実施主体　栃木県
・発行部数　627,800部

12月 小山市内
・インフォメーション記事による北朝鮮人権侵害
　問題啓発週間の周知

新聞、テレビ
ケーブルテレビ、ラジオ

12月10日～12月16日 小山市内
・コミュニティＦＭ「おーラジ」のパーソナリティによる北朝鮮人権侵害問
題啓発週間の告知
・時間：7:30～、12:00～12:55の間、17:30～

電光掲示板
動画広告モニター

12月2日～12月16日 県庁本庁舎エレベータ
・エレベータ前電光掲示板・カゴ内モニターにおいて啓発週間を告知
・実施主体　栃木県

その他
（アンケート調査）

9月19日～10月７日
「郵送」及び「足利市公式ホーム
ページ」回答にて回収

・「令和元年度人権・男女共同参画に関する市民意識調査」において拉
致被害者等の人権に関する関心度を設問として記載し調査
・実施主体　足利市
・設問数　１問

ホームページ

広報誌

栃木県9
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会の開催 11月9日 館林市三の丸芸術ホール

・実施主体　　群馬県、館林市
・DVD上映　　「拉致　私たちは何故､気付かなかったのか！」
・講師  　　　　荒木和博氏 （特定失踪者問題調査会代表）
・参加人数　　約400人

北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟、「救う
会・群馬」

12月2日～12月9日
伊勢崎市役所東館１階

市民ホール

・実施主体　　伊勢崎市
・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）

伊勢崎市教育委員会

12月4日～12月11日
K'BIX元気２１まえばし

（前橋市）
・実施主体　　前橋市
・拉致問題啓発パネル

前橋市教育委員会

　12月5日～12月10日 高崎市庁舎中２階ロビー
・実施主体　　高崎市
・北朝鮮による人権侵害問題に対する市民の関心と認識を深めるた
め、パネル展を開催した。

パネルの展示
ＤＶＤ放映（常時）

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

北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟、「救う
会・群馬」

11月～12月 県内市役所等
・実施主体　　群馬県及び県内11市町村
・啓発週間ポスターを掲出する。

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

12月 みどり市内公共施設
・啓発週間チラシを配布する。
・実施主体　　みどり市
・配布部数　　50部

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

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

10月 榛東村内

・実施主体　　榛東村
・配布物　　　 広報「しんとう」（10月号）
・配布数　　　 5,300部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

11月 前橋市内

・実施主体　　前橋市
・配布物　　　 「広報まえばし」
・配布数　　　 約14万7千部
・掲載内容　　啓発事項、拉致やその可能性などの警察への
　情報提供の呼びかけ

群馬県警察

啓発資料

広報誌

ホームページ

10 群馬県

パネルの展示
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

嬬恋村内

・実施主体　　嬬恋村
・配布物　　　 広報つまごい11月号
・配布数　　　 3,440部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

昭和村内

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

沼田警察署

館林市内

・実施主体　　館林市
・配布物　　　 広報館林（12月1日号）
・配布数　　　 28,199部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨

邑楽町内

・実施主体　　邑楽町
・配布物　　　 広報おうら12月号
・配布数　　　 10,000部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨.啓発事項

12月1日～12月15日 桐生市役所市民課前
・実施主体　　　桐生市
・テレビモニターによる同週間の周知・広報

12月10日～12月16日 板倉町役場庁舎
・デジタルサイネージに同週間のポスターを掲載した
・実施主体　　板倉町

－

・実施主体　　群馬県
・配布数　　　 約1,000個
・県で作成したブルーリボンを部内職員及び
　パネル展来場者へ配布を行い、着用を依頼した

－
・市3役及び市部長級職員が週間に併せてブルーリボンバッジを着用す
るもの。
・実施主体　　　みどり市

広報誌

10 群馬県

11月

12月

電光掲示板
動画広告モニター

ブルーリボンの着用 12月10日～12月16日
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

9月14日
浦和コミュニティー

センター
多目的ホール

・拉致問題を考える埼玉県民の集いの開催
・実施主体　　埼玉県

北朝鮮に拉致された日本人を
救出する埼玉の会

11月25日
2月22日

上平公民館
大石公民館

・特定失踪者家族会副会長の藤田隆司氏による講演会を行った。
・参加者　 　　上平公民館　40名
　　　　　　  　　大石公民館　105名
・実施主体　　上尾市

上尾市教育委員会

1月11日
川口駅東口 キュポ・ラ ４階

フレンディア

・「拉致問題を考える川口の集い」と題し拉致問題解決に向けた講演会
を開催
・実施主体　　　川口市

拉致問題を考える川口の会

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

　

10月24日
行田市教育委員会
ひとづくり支援課

・日本人拉致問題の概要を講演
・実施主体　　埼玉県
・参加者　　　  186名

　

11月9日 日高市立高根中学校
・日本人拉致問題の概要を講演
・実施主体　　埼玉県
・参加者　　 　 46名

11月19日 皆野町教育委員会
・日本人拉致問題の概要を講演
・実施主体　　埼玉県
・参加者　 　　 72名

4月1日～3月31日 川口市支所等
・支所・庁舎での拉致被害者の早期救出を求める署名
・実施主体　　川口市

　

8月31日、9月1日
たたら祭会場

（ＳＫＩＰシティとその周辺）
・支所・庁舎での拉致被害者の早期救出を求める署名
・実施主体　　川口市

拉致問題を考える川口の会

12月8日 浦和駅西口
・拉致問題解決に向けた署名活動
・実施主体　　北朝鮮に拉致された日本人を救出する埼玉の会

職員向け勉強会 6月21日 鴻巣市役所庁舎内
・庁内で定めている人権啓発推進員に対しての研修の際に『めぐみ』
（DVD）を上映
・実施主体　　鴻巣市

　

6月29日～7月3日
12月11日～12月15日

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

拉致問題を考える川口の会

8月24日
朝霞市民会館
ゆめぱれす

・拉致問題啓発パネルの展示
・実施主体　　　埼玉県
・参加者 　　　  1,550人

朝霞市

10月10日
アスカル幸手

幸手市民文化体育館

・拉致問題啓発パネルの展示
・実施主体　　埼玉県
・参加者　　　 5,200名

幸手市

パネル・写真展示

11

署名活動

　県政出前講座

埼玉県

講演会・集会
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月7日
川口総合文化センター・

リリア
・拉致問題啓発パネルの展示
・実施主体　　埼玉県

川口市

11月19日
坂戸市文化会館

ふれあ
・拉致問題啓発パネルの展示
・実施主体　　埼玉県

坂戸市

12月2日～12月16日 川越市庁舎
・市庁舎における北朝鮮人権侵害啓発週間に関するパネル及びポス
ターの掲示
・実施主体　　川越市

12月3日～12月10日
飯能市役所
本庁舎ロビー

・拉致問題解決を目指したポスターを掲示
・実施主体　　飯能市

12月4日～12月1日 八潮市役所駅前出張所
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター及び人権啓発パネルの展示
・実施主体　　八潮市

12月7日 アリオ深谷　センターコート
・拉致問題啓発パネルの展示
・実施主体　　埼玉県
・参加者　　　  2,384名

深谷市

１2月10日～16日
さいたま市役所本庁舎

及び各区役所

・広く同問題について関心と認識を深めるため、庁舎入口等に看板、解
説パネルを設置
・実施主体　　さいたま市

　

12月10日～16日 越谷市役所１階ロビー
・パネル、ポスターの掲示
・実施主体　　越谷市

12月10日～12月１6日
久喜市役所本庁舎

１階ロビー
・拉致被害に関する写真等の展示
・実施主体　　久喜市

1月31日 越谷コミュニティセンター
・パネル、ポスターの掲示
・実施主体　　越谷市

本庄市庁舎内
本庄市内公共施設

・拉致問題啓発ポスターの掲出
・実施主体　　本庄市

狭山市本庁舎カウンター
・政府 拉致問題対策本部、及び埼玉県 埼玉県警察作成のポスターの
貼付
・実施主体　　狭山市

政府 拉致問題対策本部
埼玉県 埼玉県警察

深谷市役所庁舎内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　　深谷市

日高市役所本庁舎内
・拉致問題ポスターを通年掲示
・実施主体　　日高市

ふじみ野市役所本庁舎内
・拉致問題啓発ポスターの掲示
・実施主体　　ふじみ野市

通年啓発資料

パネル・写真展示

11 埼玉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

寄居町役場庁舎内
・拉致問題啓発週間の周知ポスターの掲示
・実施主体　　寄居町

宮代町役場庁舎内
・拉致問題啓発週間の周知ポスターの掲示
・実施主体　　　宮代町

鶴ヶ島市役所
・拉致問題啓発週間の周知ポスターの掲示
・実施主体　　鶴ヶ島市

随時 伊奈町内
・人権尊重のリーフレットを作成し、北朝鮮当局による拉致問題につい
て取り上げ、講座や人権広報活動において配布
・実施主体　　伊奈町

人権擁護委員

4月 埼玉県内
・埼玉県関係者の拉致被害者・特定失踪者の顔写真入りポスターを県
内に配布した。
・実施主体　　埼玉県

埼玉県警察

4月1日～3月31日 吉見町役場本庁舎内
・拉致問題ポスターを掲示
・実施主体　　吉見町

　

4月19日～5月19日 蕨市福祉総務課窓口

・依頼に基づき、「拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ！国民大集
会」についてのチラシを窓口に設置
・実施主体　　北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議
会他

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

6月29日～7月3日
12月11日～12月15日

川口市立中央図書館
・拉致問題に関する啓発資料の配布
・実施主体　　川口市

6月～9月 富士見市役所本庁舎
・「拉致問題を考える県民の集い」開催チラシを配布。
・実施主体　　　富士見市
・配布部数　　30部（チラシ）

7月4日～9月14日 蕨市福祉総務課窓口
・「拉致問題を考える埼玉県民の集い」のチラシを窓口に設置
・実施主体　　埼玉県福祉部社会福祉課
北朝鮮に拉致された日本人を救う埼玉の会

埼玉県福祉部社会福祉課

8月 行田市内
・人権啓発リーフレットを作成、この中に「北朝鮮当局による拉致問題」
を掲載し、啓発週間の趣旨等の周知を図った。
・実施主体　　行田市　　　　・配布部数　　32,500部

11月16日～12月11日

本庁舎1階
東玄関・西玄関・南玄関

第二庁舎1階
中央エレベーターホール

第三庁舎3階
東エレベーターホール

・政府が主催する「国際シンポジウム」のポスターを掲出
・実施主体　　埼玉県

11月21日～
熊谷市庁舎

行政センターほか

・広く北朝鮮による日本人拉致問題について関心と認識を深めるため、
北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターを掲示
・実施主体　　熊谷市

　

通年

啓発資料

11 埼玉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

秩父市役所本庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　秩父市

本庄市庁舎内
本庄市内公共施設

・啓発週間ポスター、拉致問題啓発ポスターの掲出
・実施主体　　本庄市

鴻巣市役所庁舎内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　　鴻巣市

　

蓮田市役所庁舎内
・啓発資料による周知・広報ポスター掲示
・実施主体　　　蓮田市

　

11月下旬～12月16日
さいたま市役所本庁舎、
各区役所及び各図書館

・同問題について関心と認識を深めるため、ポスターを掲示
・実施主体　　さいたま市

行田市庁舎内
・啓発週間ポスター（法務局より依頼）を掲出
・実施主体　　行田市

入間市庁舎
入間市男女共同参画推進セン

ター

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配付
・実施主体　　入間市

志木市庁舎
・広く拉致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　　志木市

北本市役所本庁舎
６公民館

・北朝鮮人権侵害啓発週間周知ポスターの掲示
・実施主体　　北本市

　

鳩山町
（役場・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　　鳩山町

神川町役場庁舎内、支所、中央
公民館ロビー

・拉致問題啓発週間の周知ポスターの掲示
・実施主体　　神川町

吉川市民交流センター
 おあしす

・人権啓発パネル展内にて、ポスターを掲示
・実施主体　　吉川市

12月/通年 富士見市役所本庁舎
・拉致問題ポスターを通年掲示。
・実施主体　　　富士見市

12月

11月～12月

啓発資料

11 埼玉県



19 / 156 ページ

【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月2日～12月6日 熊谷市庁舎

・広く北朝鮮による日本人拉致問題について関心と認識を深めるため、
啓発物品の作成、配布
・配布数　　　 約100個
・実施主体　　熊谷市

　

12月10日～12月16日 越谷市役所１階ロビー
・啓発資料（チラシ・冊子）の配布
・実施主体　　越谷市
・配布部数　　50部

12月10日～12月16日 幸手市内公民館
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」のポスターの掲示し、周知を図った。
・実施主体　　幸手市

12月11日～1月10日 所沢市役所庁舎内
・政府啓発ポスターを掲出
・実施主体　　　所沢市

12月～1月 松伏町役場庁舎内 松伏町役場庁舎内 行政・教育の人権担当

2月1日 鶴ヶ島市立中央図書館
・人権問題講演会の参加者に、埼玉県が作成した啓発パンフレット「み
んなの人権　人権ってなんだろう？」を配付
・実施主体　　　鶴ヶ島市

さいたま市総務課窓口
さいたま市ホームページ

・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　さいたま市

・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

川越市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　川越市

行田市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　行田市

本庄市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　本庄市

狭山市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　狭山市

・政策企画課　人権推進室

鴻巣市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　鴻巣市

　

深谷市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　深谷市

日高市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　日高市

ホームページ

啓発資料

通年

11 埼玉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

伊奈町オームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　伊奈町

寄居町ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　寄居町

川口市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　川口市

 所沢市ホームページ
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知・広報
・実施主体　　所沢市

　

埼玉県ホームページ
・拉致問題解決に向けた県の取り組みの紹介
・実施主体　　埼玉県

11月～12月 坂戸市ホームページ
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に関する情報の掲載と周知
・実施主体　　坂戸市

秩父市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　秩父市

志木市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　志木市

富士見市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　富士見市

東秩父村ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　東秩父村

12月1日～12月16日 ふじみ野市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　ふじみ野市

12月1日～12月17日 八潮市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　八潮市

12月1日～12月28日 川口市ホームページ
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知と拉致被害者・特定失踪者の写真展
開催のお知らせ
・実施主体　　川口市

12月3日～16日 東松山ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　東松山市

12月10日～12月16日 白岡市ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題の情報の掲載と周知
・実施主体　　白岡市

　

12月

通年

11 埼玉県

ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

4月1日～3月31日 川口市内全戸配布
・配布物　　　　「広報かわぐち」
・掲載内容　　　署名活動の周知    ・実施主体　　　川口市

6月、12月 広報誌
・配布物　　　「広報かわぐち」
・掲載内容　　拉致被害者・特定失踪者の写真展開催のお知らせと、拉
致問題についての特集   ・実施主体　　川口市

　

7月 埼玉県内
・配布物　　　「彩の国だより」（７月号）
・掲載内容　　拉致問題を考える埼玉県民の集いの参加募集の周知
・実施主体　　埼玉県   ・配布部数　　県内全戸

共催：北朝鮮に拉致された日本人を救出する
埼玉の会

11月 川越市内
・配布物　　　「広報川越」（11月25日号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　川越市   ・配布部数　　162,000部

　

鴻巣市内
・配布物　　　「広報かがやき」（11月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　鴻巣市    ・配布部数 　　41,800部

蕨市内
・配布物　　　「広報蕨」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　蕨市    ・配布数　　　 約35,920部

　

11月16日 ふじみ野市内
・配布物　　　 「市報ふじみ野」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発事項
・実施主体　　ふじみ野市　  ・配布数　　　 52,400部

さいたま市内
・配布物　　　「市報さいたま」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　さいたま市    ・配布数　　　 約60万部

　

飯能市内
・配布物　　　「広報はんのう」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　飯能市     ・配布数　　　 30,100部

東松山市内
・配布物 　　　「広報ひがしまつやま」（12月号）
・掲載内容　　　啓発週間の趣旨
・実施主体　　　東松山市   ・配布数　 　　　約32,000部

入間市内
・配布物　   　「広報いるま」12月1日号
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　入間市     ・配布数　   　 49,400部

志木市内
・配布物　　　 「広報しき」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発事項
・実施主体　　志木市     ・配布数　　　 29,000部

北本市内
・配布物　   　 「広報きたもと」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・配布数    　　約26,000部      ・実施主体　　北本市

11月

11 埼玉県

広報誌

12月
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

富士見市内
・配布物　　　「広報富士見」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　富士見市

白岡市内
・配布物　　   「広報しらおか」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　白岡市     ・配布物　　   約19,000部

　

伊奈町内
・配布物　　　「広報いな」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　伊奈町     ・配布部数　　18,000部

鳩山町内
・配布物　　　「広報はとやま」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　鳩山町     ・配布部数　　約6,000部

長瀞町内
・配布物　　　　「ながとろ」（12月号）
・掲載内容　　 啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　 長瀞町     ・配布数　　　　2,600部

越生町内
・配布物　　　 「おごせ」（１２月号）
・掲載内容　  北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・実施主体　　  越生町    ・配布部数　　4,700部

　

戸田市内
・配布物　　　 「広報戸田市」（12月号）
・掲載内容　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・実施主体　　戸田市      ・配布数　　　 48,200部

羽生市内
・配布物　　  「広報はにゅう」（１２月号）
・掲載内容　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・実施主体　　羽生市　　　 ・配布数　　 19,500部

皆野町内
・配布物　　　 「広報みなの」（１２月号）
・掲載内容　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・実施主体　　　皆野町      ・配布枚数　　4,000部

坂戸市内
・配布物　　　 「広報さかど」（12月号）
。掲載内容　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発
・実施主体　　坂戸市      ・配布枚数　　42,000部

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

嵐山町内
・配布物　　　「広報嵐山」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　嵐山町      ・配布部数　　6,691部

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

12月1日

広報誌

埼玉県11

12月
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月上旬 熊谷市内全戸配布
・配布物　　　「市報くまがや」
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　　熊谷市     ・配布数　 　　約70,000部

1月11日 三郷市内
・配布物　　　「広報みさと」（11月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　三郷市      ・配布部数　　5,500部

7月31日 県内
・拉致問題を考える埼玉県民の集いの開催周知をＦＭ ＮＡＣＫ５で放送
・実施主体　　埼玉県

株式会社エフエムナックファイブ

12月10日 県内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨と啓発をＦＭ ＮＡＣＫ５で放送
・実施主体　　埼玉県

株式会社エフエムナックファイブ

12月1日～12月16日 東松山市内３カ所
・掲載内容　　啓発週間の趣旨
・実施主体　　東松山市

熊谷駅コンコース

・広く北朝鮮による日本人拉致問題について関心と認識を深めるため、
デジタルサイネージに北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発事項を掲
載
・実施主体　　熊谷市

　

上尾市役所内
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」であるとのメッセージを音声を含め掲
示した。
・実施主体　　上尾市

JR上尾駅東口ペデストリアンデッ
キ

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

4月1日～3月31日 川口市役所正面
・川口市役所本庁舎正面入口へ横断幕を設置し、拉致問題解決に向け
た啓発
・実施主体　　川口市

越谷市役所本庁舎
・懸垂幕による周知・広報
・実施主体　　越谷市

上尾市役所第３別館
・「拉致問題を考える週間」の懸垂幕を設置した。
・実施主体　　上尾市

埼玉県本庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知
・実施主体　　埼玉県

自販機メッセージボード 12月10日～12月16日 上尾市役所内
・「拉致問題の解決は市民の願いです。12月10日～16日は北朝鮮人権
侵害問題啓発週間。」とのメッセージを掲示した。
・実施主体　　上尾市

　

電光掲示板・動画広告
モニター

懸け垂れ幕等

12月10日～12月16日

ラジオ

埼玉県11

12月10日～12月16日

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月2日～12月16日 川口市役所本庁舎内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と拉致被害者・特定失踪者の写
真展開催のお知らせを庁内放送した。
・実施主体　　川口市

12月10日 上尾市庁舎内
・12月10日から16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間であり、拉致問題
に対する関心を一層高めていただくよう館内放送を行った。
・実施主体　　上尾市

12月10日～12月16日 北本市庁舎内
・拉致問題啓発週間の周知を実施
・実施主体　　　北本市

　

　―
・職員氏名票へブルーリボンシールを着用
・実施主体　　　川口市

　

　―
・埼玉県福祉部職員によるブルーリボンバッジの着用
・実施主体　　埼玉県

　北朝鮮に拉致された日本人
を救出する埼玉の会

12月10日～12月16日 　―
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に人権推進課職員全員におけるバッ
ジの着用
・実施主体　　幸手市

図書コーナー
6月29日～7月3日

12月11日～12月15日
川口市立中央図書館

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

Twitter
Facebook

12月5日 東松山市公式ツイッター
・実施主体　　東松山市
・掲載内容　　啓発週間の趣旨

　

その他 12月1日～12月28日
・職員を対称に北朝鮮人権侵害啓発週間の啓発用缶バッジを着装
・実施主体　　川口市

埼玉県

ブルーリボンバッジの着用

館内放送

通年

11
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

ＤＶＤ上映会 2月13日
旭市いいおかユートピアセン

ター
・実施主体　政府拉致問題対策本部、千葉県、旭市
・参加人員　320名

ＤＶＤ上映会
啓発資料

10月25日
各市町村教育委員会

各県立学校

・文書発送・学校人権教育推進校への電話依頼
（政府主催国際シンポジウムの周知・広報）
・実施主体　千葉県教育委員会

11月30日
我孫子市生涯学習センターアビ

スタ

・実施主体　我孫子市
・内容　　内閣官房から借用した北朝鮮拉致問題啓発パネル（４
種類）を掲示

1月15日～1月22日 県庁舎
・拉致問題啓発パネルの展示
・実施主体　千葉県

ＤＶＤ放映（常時） 12月2日～16日 千葉県庁内
・実施主体　千葉県
・内容　県庁ロビーのＴＶモニターにて、「北朝鮮による日本人
拉致問題啓発アニメ めぐみ」を放映した。

10月24日
各市町村教育委員会

各県立学校
・文書発送（北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知・広報）
・実施主体　千葉県教育委員会

11月7日
11月8日

千葉県教育会館

・アニメ「めぐみ」の視聴
・ポスター掲出、工夫した取組の依頼
（北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知・広報）
・実施主体　千葉県教育委員会

指導室長会議
小中校長会理事会

11月～12月 県内
・啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　千葉県

11月24日 香取市民体育館
・ふるさとフェスタさわらのイベント開催時に、人権啓発活動と
併せて啓発週間のポスターを掲出

人権擁護委員

12月 香取市内
・啓発週間ポスターを市内の公民館、図書館などの公共施設に掲
出
・実施主体　香取市　　・配布部数　10部

12月4日～10日 白井市保健福祉センター
・人権週間啓発展示の際に、啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　白井市

12月6日 県内
・ちばハートフル・ヒューマンフェスタ2019において政府拉致問
題対策本部作成のパンフレットを配布
・実施主体　千葉県　　・配布部数　200部

12月8日
鎌ケ谷市

きらりホール

・ヒューマンフェスタ開催時に人権啓発活動と併せて啓発週間ポ
スターを掲出
・実施主体　鎌ケ谷市及び市川人権啓発活動ネットワーク協議会

通年
千葉県ホームページ
送付した案内冊子

・実施主体　千葉県
・拉致被害者をテーマとしたDVDの貸出し

千葉県

パネル・写真展示

啓発資料

12
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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

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

船橋市ホームページ
・実施主体　船橋市
・掲載内容　啓発状況、啓発事項等

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

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

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

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

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

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

匝瑳市ホームページ
・実施主体　匝瑳市
・「広報そうさ」に掲載した広報文をホームページでも閲覧
　内閣官房拉致問題対策本部のホームページへリンク

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

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

東庄町ホームページ
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間
・関連リンクの案内

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

千葉県12

12月

ホームページ

通年
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

四街道市ホームページ
・実施主体　四街道市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

八街市ホームページ
・実施主体：八街市
・開催内容：啓発週間の趣旨、啓発事項

印西市ホームぺージ
・実施主体　印西市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、「拉致問題に関する国
際シンポジウム」の案内

富里市ホームページ
・同問題についての関心と認識を深めるため、市公式ホームペー
ジに同週間の趣旨、啓発事項を掲載
・実施主体　富里市

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

12月6日～16日 旭市ホームページ
・実施主体　旭市
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

12月10日～16日 習志野市ホームページ
・実施主体　習志野市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発活動

12月10日～31日 市原市ホームページ
・実施主体　市原市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月10日～16日 袖ケ浦市ホームページ
・実施主体　袖ケ浦市
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

県内

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

船橋市内

・実施主体　船橋市
・配布物　　 広報ふなばし（12月1日号）
・配布数　　 188,300部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

茂原市内

・実施主体　茂原市
・配布物　　「広報もばら」（12月1日号）
・配布数　　約33,500部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

成田市内

・実施主体　成田市
・配布物「広報なりた」（12月1日号）
・発行部数　45,650部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

習志野市内
・実施主体　習志野市
・配布物　　 「広報習志野」（12月1日号）
・発行部数　 62,000部

12月広報紙

12 千葉県

ホームページ

12月1日～16日
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

勝浦市内

・実施主体　勝浦市
・配布物　　広報誌「かつうら広報12月号」
・配布部数　8,100部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

我孫子市内

・実施主体　我孫子市
・配布物　　 広報紙「広報あびこ」（12月１日号）
・配布数　　47,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

八街市内

・実施主体　八街市
・配布物「広報やちまた」（12月1日号）
・配布部数　20,789部
・開催内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

印西市内

・実施主体　印西市
・配布物　　 広報いんざい（12月1日号）
・配布数　　 27,700部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

九十九里町内

・実施主体 九十九里町
・配布物　　広報誌「広報くじゅうくり」（12月号）
・配布数　　6,200部
・掲載内容 啓発週間の趣旨、啓発事項

芝山町内

・実施主体　芝山町
・配布物　　広報「しばやま」（12月号）
・配布数　　2,600部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

山武警察

長生村内

・広報ちょうせいに掲載し、周知・広報
・主要主体　長生村
・配布物　　 広報ちょうせい（12月）
・配布数　　 約5,700部

匝瑳市内

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

白井市内

・実施主体　白井市
・配布物　　 広報「しろい」（12月1日号）
・配布数　　 25,540部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

12月1日 富里市内

・同問題についての関心と認識を深めるため、広報紙に同週間の
趣旨、啓発事項を掲載
・実施主体　富里市
・配布物　広報とみさと12月号　19,200部

千葉県12

12月

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

新聞、テレビ
ケーブルテレビ、ラジオ

12月10日 主に県内

・実施主体　千葉県
・放送時間帯　7:10～7:20のうち90秒
・回数　１回
・放送局　千葉テレビ

電光掲示板、動画広告モニ
ター

12月2日～16日 千葉県庁前
・実施主体　千葉県
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

メールマガジン 12月1日 白井市内

・市のお知らせのメール配信を希望する方に人権週間と合わせ
て、配信
・実施主体　白井市
・配信内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

ブルーリボンバッジの着用 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

12 千葉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

演劇公演・コンサート
講習会・集会
ＤＶＤ上映会

パネル・写真展示
署名活動
啓発資料

ブルーリボンバッジの着用

10月8日
たましんRISURUホール

（立川市内）

・拉致問題啓発舞台劇公演「めぐみへの誓い－奪還－」を開催
・実施主体　　政府拉致問題対策本部、東京都、立川市
・実施内容　　行政説明、舞台劇上演、パネル及び図書の展示
　拉致現場体験VR、署名受付、ブルーリボングッズ等配布
・参加人数　　約800人

（公財）東京都人権啓発センター
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

講習会集会
ＤＶＤ上映会

署名活動
ブルーリボンバッジの着用

11月16日 東京国際フォーラム

・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　　政府拉致問題対策本部、東京都
・実施内容　　行政説明、映画上映、
　ブルーリボンバッジ等配布、署名活動

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

職員向け勉強会 11月 大田区職員用ポータル
・実施主体　　大田区
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項等

12月4日～9日
足立区役所

1階アトリウム

・実施主体　　足立区
・展示内容　　拉致問題啓発パネルの展示及び映画「めぐみ」の
上映

12月5日～16日 江東区文化センター展示ロビー
・実施主体　　江東区
・展示内容　　江東区関連特定失踪者（２名）を含む拉致関係の
パネルを展示、DVDアニメ「めぐみ」をテレビ画面で上映（3回）

6月22日～23日
荻窪地域区民センター

（杉並区内）

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

7月30日～8月3日 北区内

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

(公財)人権教育啓発推進
センター

11月29日～12月10日
（ムーブ町屋は
12月7日のみ）

荒川さつき会館
南千住図書館
ムーブ町屋
（荒川区内）

・拉致被害者等のパネルの展示
・実施主体　　荒川区

荒川地区人権擁護委員（共催）

12月3日～6日
豊島区役所１階

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

東京法務局（パネル借用）

東京都13

ＤＶＤ上映会
パネル・写真展示

パネル・写真展示
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月9日～13日
杉並区役所

２階　区民ギャラリー

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

12月9日～26日
都議会議事堂都政ギャラリー、

都立中央図書館

・「拉致被害者救出運動」写真パネル展を開催
・実施主体　　東京都ほか
・実施内容　　パネル約190枚、水中スクーター模型及び
　図書の展示、ブルーリボングッズ等配布、署名活動

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

12月10日～16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

1月8日～22日
みなとパーク芝浦

（港区内）

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

(公財)人権教育啓発推進
センター

ＤＶＤ放映（常時） 11月25日～12月6日
町田市庁舎1階

イベントスタジオ
・実施主体　　町田市
・ＤＶＤ　アニメ「めぐみへの誓い」

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター「必ず助け出す！」を用い
た周知・広報を実施
・実施主体　　東京都及び都内区市町村

法務省、政府拉致問題対策本部

・政府主催国際シンポジウムのポスター及びチラシを用いた周
知・広報を実施
・実施主体　　東京都及び都内区市町村

法務省、政府拉致問題対策本部

・「東京へ、帰せ！」のポスター及びチラシを用いた周知・広報
を実施
・実施主体　　東京都及び都内区市町村
・ポスター約2,000枚、チラシ約2,000枚

警視庁

台東区内

・実施主体　　台東区
・配布物　　　啓発冊子「みんなへのメッセージ」
・配布数　　　1,000部
・掲載内容　　啓発事項・人権作文・人権メッセージ

墨田区内

・実施主体　　墨田区
・配布物 　　 人権啓発冊子「人権感覚」
・配布数 　　 約2,000部
・掲載内容　　拉致問題を含む、様々な人権問題について

東京都13

パネル・写真展示

通年啓発資料

都内
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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

9月・12月
中央区福祉保健部

管理課窓口

・拉致問題啓発舞台劇公演及び「拉致被害者救出運動」写真パネ
ル展のチラシを窓口で配布
・実施主体　　中央区

東京都

品川区内
・人権週間期間のイベントの来場者に資料配布
・実施主体　　品川区

目黒区内
・人権週間区民のつどい来場者に資料配布
・実施主体　　目黒区

12月1日 調布市総合福祉センター
・調布市福祉まつり「人権擁護委員」
　PRブースにて拉致問題啓発ポスター等の掲出
・実施主体　　調布市

調布市人権擁護委員

12月2日～5日
いきいきプラザ
（東村山市内）

・人権パネル展において、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　　東村山市人権擁護委員、東村山市

東村山市教育委員会、
東京法務局府中支局、
多摩東人権擁護委員協議会

12月3日～10日 稲城市庁舎
・啓発冊子を配布
・実施主体　　稲城市

12月6日～20日
江東区内広報板
（229箇所）

・啓発ポスターを区内広報板へ掲出
・実施主体　　江東区
・掲出枚数　　229枚

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

文京区ホームページ
・実施主体　　　文京区
・東京都ホームページへのリンク

大田区ホームページ
・実施主体　　大田区
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項等

北区ホームページ
・実施主体　　北区
・東京都ホームページへのリンク

板橋区ホームページ
・実施主体　　板橋区
・掲載内容　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知し政府・都
ホームページをリンク

足立区ホームページ
・実施主体　　足立区
・掲載内容　　啓発週間の趣旨等

13 東京都

12月

啓発資料

通年ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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

江戸川区ホームページ
・実施主体　　江戸川区
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

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

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

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

国分寺市ホームページ
・実施主体　　国分寺市
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

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

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

12月3日～16日 東久留米市ホームページ
・実施主体　　東久留米市
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、東京都事業のご案内（東京都HP
へのリンク）、ブルーリボン運動の趣旨

12月4日～16日 八王子市ホームページ
・実施主体　　八王子市
・掲載内容　　啓発週間を周知する内容

12月8日～1月7日 小金井市ホームページ
・実施主体　　小金井市
・掲載内容　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の広報

中野区ホームページ
・実施主体　　中野区
・掲載内容　　啓発週間を周知する内容

小平市ホームページ
・実施主体　　小平市
・掲載内容　　東京都ホームページ（北朝鮮人権侵害問題啓発週
間）へのリンクページを作成

11月 足立区内

・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　　　約34万部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨等

11月15日号 杉並区内

・実施主体　　杉並区
・配布物　　　広報すぎなみ（11月15日号）
・配布数　　  164,870部
・掲載内容　　週間の趣旨、啓発事項

11月23日号 板橋区内
・実施主体　　板橋区
・掲載内容　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知

13 東京都

12月10日～16日

広報誌

ホームページ

通年
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月27日発行 荒川区内

・実施主体　　荒川区
・配布物 　　 広報誌「あらかわ区報」人権週間特集号
・発行部数　　64,500部
・掲載内容　　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

港区内

・実施主体　　港区
・配布物　　　「広報みなと」（12月1日号）
・配布数　　　110,000部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

北区内

・実施主体　　北区
・配布物　　　広報紙「北区ニュース」（12月10日号）
・配布数　　　190,000部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨

12月1日 都内

・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
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、都の取組の紹介等

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 　　 208,500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

12月7日～1月7日 都内

・ポスター「東京へ帰せ！」の車内広告を実施
・実施主体　　東京都
・交通機関　　都営バス、都営地下鉄大江戸線都営地下鉄新宿線
・広告枚数　　約2,400枚

警視庁

12月1日～15日 清瀬市役所１階ロビー
・デジタルモニターによる同週間の周知・広報
・実施主体　　清瀬市

政府拉致問題対策本部

12月10日～16日 江戸川区役所敷地内

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

ブルーリボンバッジの着用 通年 杉並区役所内売店
・ブルーリボンバッジの普及
・実施主体　　杉並区

その他
（ライトアップ）

12月10日～26日
都庁舎・都庁前中央通り

（新宿区内）

・都庁舎を青色にライトアップするとともに、ブルーリボン旗を
街灯に掲出
・実施主体　　東京都

広報誌

12月

13 東京都

電光掲示板・動画広告
モニター
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

7月28日 ワークピア横浜

「拉致問題を考える国民の集い in 神奈川」の開催
拉致被害者
・特定失踪者御家族の訴え、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　講演、映画「めぐみ」上映、横田めぐみさんと家
族の写真展、特定失踪者パネル展、政府拉致問題対策本部パネル展
・参加人員　　310人
・実施主体　　政府拉致問題対策本部、神奈川県、横浜市、川崎市、相
模原市

政府拉致問題対策本部
神奈川県

12月20日
平塚市美術館１階
ミュージアムホール

・映画「めぐみ―引き裂かれた家族の３０年」の上映と拉致問題をテーマ
とした人権講演会の開催。
・講師　　　　　西岡力氏
・演題　　　　　「全ての拉致被害者を救出するために」
・参加人員　　　117人
・実施主体　　　政府拉致問題対策本部、神奈川県、平塚市

政府拉致問題対策本部
神奈川県

11月9日
中井町保健福祉センター

しらさぎ

・映画「めぐみ‐引き裂かれた家族の30年」を上映
・参加人員　　85人
・実施主体　　中井町、神奈川県、政府拉致問題対策本部

11月16日
清川村生涯学習センター

せせらぎ館

・映画「めぐみ-引き裂かれた家族の30年-」を上映
・参加人員　　146人
・実施主体　　清川村、神奈川県、政府拉致問題対策本部

1月23日 神奈川県立保健福祉大学　講堂

・映画「めぐみ-引き裂かれた家族の30年-」を上映
・参加人員　　152人
・実施主体　　横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町、神奈川県、政府拉
致問題対策本部

4月～7月 県立総合教育センター

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

　

7月4日
・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

8月7日 県民センター
・人権教育指導者養成研修講座において、指導主事や教職員を対象
に、拉致問題の概要説明、アニメ「めぐみ」の視聴及び協議
・実施主体　　神奈川県

パネル・写真展示、
ＤＶＤ上映

12月7日～12月8日
クイーンズスクエア横浜

クイーンズサークル

・実施内容　　県関連の特定失踪者に関するパネル展示、アニメ「めぐ
み」及び拉致被害者ご家族ビデオメッセージの上映
・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）

14 神奈川県

講演会・集会

ＤＶＤ上映会

学習会
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

4月1日～通年 県西地域県政総合センター
・神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示
・実施主体　　神奈川県

6月10日～6月14日
箱根町役場本庁舎

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26日～7月2日
　山北町立生涯学習センターホワ

イエ
・特定失踪者等に関するパネル展示
・実施主体　　山北町

神奈川県

7月9日～7月16日 町役場第１庁舎１階　住民ホール
・北朝鮮による拉致の疑いのある特定失踪者の啓発パネルを掲示
・実施主体　　湯河原町

神奈川県県西地域県政総合センター

7月28日 ワークピア横浜
・神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示
・実施主体　　国、横浜市、川崎市、相模原市、神奈川県

8月7日～8月19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20日～8月27日 足柄上合同庁舎ロビー
・神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示
・実施主体　　神奈川県

9月9日～9月20日
平塚市庁舎本館１階多目的ス

ペース３

・神奈川県ゆかりの特定失踪者パネル展示
・神奈川県持ち込みのチラシ配布
・実施主体　　平塚市

神奈川県

10月7日～10月11日
大磯町役場

本庁舎１階ロビー
・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

10月10日～10月17日
伊勢原市役所１階

ロビー
・特定失踪者に関するパネル展示
・実施主体　　伊勢原市

神奈川県

10月15日～10月25日 葉山町役場１階ロビー
・問題・特定失踪者に関する開設パネル、神奈川県ゆかりの特定失踪
者の写真パネルを展示
・実施主体　　葉山町

神奈川県

11月5日～11月8日 県央地域県政総合センター
・神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示
・実施主体　　神奈川県

11月5日～11月9日

中井町農村環境改善センター（5
～8日）

中井町保健福祉センターしらさぎ
（9日）

・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

パネル・写真展示

14 神奈川県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月11日～13日
11月16日

清川村生涯学習センター
せせらぎ館

・神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示
・実施主体　　清川村

神奈川県

11月12日～11月14日 開成町役場　１階ロビー
・特定失踪者パネル展示
・実施主体　　開成町

神奈川県

11月17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

神奈川県

11月20日～11月28日
小田原市役所
２階市民ロビー

・展示内容　特定失踪者等パネル展示
※人権メッセージパネル展と同時開催
・実施主体　　小田原市

神奈川県

11月20日～12月3日
藤沢市役所

本庁舎１・５階ラウンジ

・人権メッセージパネル展において、横田めぐみさんの写真パネル及び
神奈川県ゆかりの特定失踪者等のパネルを展示した。
・実施主体　　藤沢市

神奈川県（湘南地域県政総合センター）

11月21日～11月24日
厚木市民ギャラリー

（地下道）
・特定失踪者のパネルを展示
・実施主体　　厚木市

神奈川県

12月2日～12月6日
横須賀市役所

１階展示スペース

・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

神奈川県

12月2日～12月9日
大井町生涯学習センター

ホワイエ
・展示内容　　神奈川県ゆかりの「特定失踪者」
・実施主体　　大井町

大井町教育委員会
神奈川県

12月3日～12月10日 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

県(湘南地域県政総合センター）

12月3日～12月11日
大和市役所本庁舎１階

ロビー
・神奈川県ゆかりの特定失踪者パネル展（人権パネル展と同時開催）
・実施主体　　大和市

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

12月4日～12月16日 鎌倉市役所本庁舎ロビー
・特定失踪者パネルの展示
・実施主体　　鎌倉市

神奈川県

12月5日～12月10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

14 神奈川県

パネル・写真展示
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

・「すべての拉致被害者救出を！」めぐみさんと家族の写真展
横田めぐみさん写真展、神奈川県にゆかりのある特定失踪者パネル展
示、アニメめぐみの上映、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等
・実施主体　　神奈川県、横浜市　　・参加人数　　8,500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

・神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示
・実施主体　　横浜市、神奈川県

海老名市役所１階
エントランスホール

・展示内容　　特定失踪者に関するパネル
・実施主体　　海老名市

県政総合センター
海老名警察署

綾瀬市役所市民ホール
・横田めぐみさんと特定失踪者パネル展示
・実施主体　　綾瀬市

神奈川県

市役所１階市民サロン
・展示内容　　特定失踪者のパネル展示
・実施主体　　座間市

神奈川県

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16日～12月20日
茅ヶ崎市役所本庁舎1階

市民ふれあいプラザ

・神奈川県関連特定失踪者のパネル展示
・拉致被害者（横田めぐみさん）の写真展示
・実施主体　　茅ヶ崎市

神奈川県

12月17日～12月25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20日～12月25日
市民交流センター
1階展示コーナー

・特定失踪者パネル展示
・実施主体　　逗子市

神奈川県

1月8日～1月14日
シンコースポーツ寒川アリーナ

（寒川総合体育館）
・特定失踪者パネル展示
・実施主体　　寒川町

神奈川県

1月24日～1月31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

藤沢市役所本庁舎
総合案内・待合ﾛﾋﾞｰ（１階～４

階）・エレベーターホール（全階）

・政府拉致問題対策本部作成ポスターを、デジタルサイネージで、市役
所本庁舎各所に掲出した。
・実施主体　　藤沢市

神奈川県

市役所掲示板
・啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　　座間市

伊勢原市役所１階 法務省配布の拉致啓発ポスターの掲示

パネル・写真展示

14 神奈川県

啓発資料 通年

12月8日 新都市プラザ

12月10日～12月16日

12月11日～12月17日
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

9月29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ポスターを掲示
・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21日～12月16日
厚木市役所本庁舎１階

他市内公共施設
政府拉致問題対策本部作成ポスターの掲示
・実施主体　　厚木市

横浜地方法務局

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。
・配布部数　　約50部(チラシ）
・実施主体　　秦野市

法務局

葉山町役場庁舎
出先機関

・啓発ポスターの掲示
・実施主体　　葉山町

11月20日～12月3日
藤沢市役所

本庁舎１・５階ラウンジ

・人権メッセージパネル展において、拉致問題に関するリーフレットを配
架した。
・実施主体　　藤沢市

神奈川県（湘南地域県政総合センター）

寒川町役場庁舎内
・チラシの配架　約20部
・実施主体　　　寒川町

　

町内公共施設
・広く同問題についての認識を広めるため啓発週刊ポスターを掲出す
る。
・実施主体　　大井町

神奈川県及び県内井市町村

大和市役所内掲示板
・神奈川県、法務省の啓発ポスターの掲示
・実施主体　　大和市

12月2日～12月16日
茅ヶ崎市男女共同参画推進セン

ターいこりあ
神奈川県関連特定失踪者に関するポスター（神奈川県作成）を掲出
・実施主体　　茅ヶ崎市

12月10日～12月16日 綾瀬市役所市民ホール
・啓発週間ポスターの掲示及び啓発週間チラシの配布
・実施主体　　　　　綾瀬市
・チラシ配布部数 　100枚

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

12月10日～12月18日
藤沢市役所

本庁舎１・５階ラウンジ

・人権メッセージパネル展において、啓発週間チラシの配架とポスター
の掲出を行った。
・実施主体　　藤沢市

神奈川県

3月

・人権学習ワークシート集第16集（小・中学校編）に「ある日突然、大切
な人がいなくなってしまったら」をテーマにした学習教材を掲載。市町村
立小中学校及び市町村教育委員会等へ配付
・実施主体　　神奈川県

14 神奈川県

12月

11月～12月

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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

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

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 松田町ホームページ
・啓発週間の趣旨，啓発事項
・実施主体　　松田町

12月1日～12月10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10日～12月16日
海老名市

ホームページ
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発事項
・実施主体　　海老名市

大和市内

・実施主体　　大和市
・配布物 　　　「広報やまと」（12月1日号）
・配布数 　　　81,000部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

大和ラジオ放送でも同内容を定期に放送

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。
・掲載紙　　　「広報よこすか」（12月1日発行）
・印刷部数　　171,000部
・実施主体　　　横須賀市

鎌倉市内

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

茅ヶ崎市内

・配布物 　　　広報ちがさき（12月1日号）
・配布数 　　　88,670部
・掲載内容　　パネル展示の案内とともに、「12月10日（火）から16日
（月）北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と記載した。
・実施主体　　茅ヶ崎市

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、啓発時候の掲載
・配付数 　　　3,500部
・実施主体　　真鶴町

　

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

通年

ホームページ

12月

14 神奈川県

12月

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月1日 座間市内

・配布物　　　 広報「ざま」（12月1日号）
・配布数　　　 50,000部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発事項
・実施主体　　座間市

1月 広報さむかわ1月号
・特定失踪者パネル展示についての周知
・実施主体　　　寒川町

電光掲示板・動画広告
モニター

12月10日～12月16日 本厚木駅前広場

・デジタルサイネージでの文字放映
「12月10日～16日は北朝鮮人権侵害問題啓発週間　拉致問題の早期
解決は、神奈川県民の願いです。」
・実施主体　　厚木市

通年
神奈川県庁エネルギーセンター

棟　2階フェンス
・拉致問題啓発タペストリーの掲出
・実施主体　　神奈川県、あさがおの会

11月29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

広報誌

懸け垂れ幕等

14 神奈川県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

演劇公演・コンサート 12月14日
新潟日報メディアシップ日報

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
・実施主体　　横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会
・後援　　新潟県

6月9日
佐渡市金井コミュニティセン

ター

蓮池薫さん講演（佐渡市人権啓発講演会）
・主催 　　　　佐渡市
・参加人数　　 260名

6月10日

・講師：曽我ひとみさん
　テーマ：拉致を風化させないために
・市民団体による公開講座
・実施主体　　さわやか悠久大学
・共催 　　長岡市

9月8日

・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ｰ
・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

9月14日 柏崎市産業文化会館
曽我ひとみさん講演会
・主催　　柏崎市　　・参加人数 　240名

11月10日 五泉市さくらんど会館

・蓮池薫さん講演会
・演題　　急変する朝鮮半島情勢と拉致問題
　　　　　～北朝鮮での24年、そして今～
・実施主体　五泉市、新潟・新津・三条地域人権啓発活動
　ネットワーク協議会
・参加人員　約300名

・新潟地方法務局　新津支局
・新津人権擁護委員協議会五泉部会

11月16日
りゅーとぴあ

新潟市芸術文化会館

・忘れるな拉致　県民集会の開催
・後援、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　　710名

8月10日 胎内市産業文化会館
・映画「めぐみ」の上映、ブルーリボン配布、署名活動
・実施主体　　新潟県、胎内市

　

10月21日 村上市教育情報センター
・映画　「めぐみ」の上映、ブルーリボン配布、署名活動
・実施主体　　新潟県、村上市、村上市教育委員会

村上人権擁護委員協議会

12月7日 新潟市立中央図書館
・映画「めぐみ」の上映、ブルーリボン配布、署名活動
・実施主体　　新潟県、新潟市

　

12月15日 聖籠町立図書館
・映画　「めぐみ」の上映、ブルーリボン配布、署名活動
・実施主体　　新潟県、聖籠町

聖籠町図書館

新潟県15

講演会・集会

アオーレ長岡

ＤＶＤ上映会
署名活動

ブルーリボンバッジの着用
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

4月5日～14日
・アニメ「めぐみ」のDVDを放映
・実施主体　　新潟県
・パネル展示と同時開催

11月18日～27日
・アニメ「めぐみ」のDVDを放映
・実施主体　　新潟県
・パネル展示と同時開催

1月11日～2月2日 新潟ふるさと村アピール館
・アニメ「めぐみ」のDVDを放映
・実施主体　　新潟県
・パネル展示と同時開催

街頭啓発活動
啓発資料

12月11日 新潟駅前
・新潟県議会拉致議連主催の街頭啓発活動に知事及び職員が参加
し、県民への呼びかけ及び啓発チラシの配布を実施
・実施主体　　新潟県

新潟県議会拉致議連

5月31日 新潟薬科大学

・拉致問題啓発セミナーの開催
・主催 　　新潟県
・共催 　　新潟薬科大学
・参加者　 新潟薬科大学学生約130名
・曽我ひとみさん講話、アニメ「めぐみ」上映、県の取組説明等

8月4日 放送大学新潟学習センター

・拉致問題啓発セミナーの開催
・主催　　　新潟県、放送大学新潟学習センター
・後援　新潟大学
・参加者 　放送大学新潟情報センター受講生約70名
・蓮池薫さん講演、映画「めぐみ」上映、県の取組説明等

8月～3月 上越教育大学

・拉致問題啓発セミナーの開催
・主催　　　新潟県
・共催　　　政府拉致問題対策本部、上越教育大学
・参加者 　 上越教育大学　学生、大学院生等　約20名
・講演会、フィールドワーク、授業実践、成果発表会等

佐渡市
新潟県警察本部

5月11日
・新潟県看護協会「看護の日」フォーラム会場において署名活動
を実施（パネル展同時実施）
・実施主体　　新潟県、曽我さん母娘を救う会

新潟県看護協会

6月12日
・新潟県看護協会通常総会会場において署名活動を実施
（パネル展同時実施）
・実施主体　　新潟県、曽我さん母娘を救う会

新潟県看護協会

11月11日～12月13日 佐渡市内一円 ・実施主体　　佐渡市 曽我さん母娘を救う会

12月14日
両津港

佐渡汽船ターミナル
・実施主体　　佐渡市 曽我さん母娘を救う会

署名活動

新潟空港

新潟グランドホテル

新潟県

ＤＶＤ放映
パネル・写真展示

学習会

15
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

8月16日～18日 佐渡汽船小木港ターミナル
・佐渡市アースセレブレーション開催時のパネル展示、署名活動
・実施主体　　佐渡市

12月14日、15日
新潟日報メディアシップ

（新潟市）

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

救う会新潟

通年 県内 （51会場）
・拉致問題を考える巡回パネル展
・実施主体　　新潟県、市町村、大学等
・展示内容　　拉致被害者等の写真パネル

7月5日～７日 佐渡市
・人権週間におけるパネル展示、署名活動
・実施主体　　佐渡市
・展示内容　　拉致問題に関するパネルほか

7月27日 村上市総合文化会館
・人権講演会におけるパネル展示
・実施主体　　村上市、村上市教育委員会
・展示内容　　拉致問題に関するパネルほか

・村上人権擁護委員協議会
・新発田・村上地域人権啓発活動ネット
ワーク協議会

9月9日～30日
長岡市川口地域交流体験館「杜

のかたらい」

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

10月14日 村上市教育情報センター
・人権啓発映画上映会におけるパネル展示
・実施主体　　村上市、村上市教育委員会
・展示内容　　拉致問題に関するパネルほか

・村上人権擁護委員協議会
・新発田・村上地域人権啓発活動ネット
ワーク協議会

10月16日～20日 村上市生涯学習推進センター
・実施主体　新潟県、村上市
・展示内容　拉致問題に関するパネル

11月14～18日
村上市松原町2丁目

町内集会所
・実施主体　　村上市松原町2丁目町内会
・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
・村上市

11月6日～14日 五泉市さくらんど会館
・実施主体　　新潟県、五泉市
・展示内容　　北朝鮮による拉致問題を考える巡回パネル展

12月2日～6日 村上市役所朝日支所
・人権啓発展におけるパネル展示
・実施主体　　村上市
・展示内容　　拉致問題に関するパネルほか

12月2日～13日
両津港

佐渡汽船ターミナル
・拉致被害者等の写真パネル展示
・実施主体　　佐渡市

12月6日～15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　　長岡市出身特定失踪者の中村三奈子さん
　を中心とした特定失踪者、拉致被害者の写真パネル

パネル・写真展示

パネル・写真展示

15 新潟県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月7日～8日
村上プラザ

※イオン村上東店併設
・実施主体　　村上人権擁護委員協議会
・展示内容　　拉致問題に関するパネルほか

12月10日～12月16日 新潟市西蒲区巻公民館
・実施主体　　新潟市
・展示内容　　拉致被害者救出運動パネル、署名活動

12月12日～26日 糸魚川市役所
・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、糸魚川市
・展示内容　　特定失踪者、拉致被害者の写真パネル

2月10日～3月10日
魚沼市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

10月～11月 加茂市役所庁内
・県作成の「忘れるな拉致　県民集会」のポスター及びチラシを
市役所庁内に掲示
・実施主体　　加茂市  ・配布部数　　約10部（チラシ）

・啓発週間啓発ポスターの掲出及びチラシの配布（新潟県作成）
・実施主体　　新潟県及び市町村
・配布部数　　ポスター1,100部、チラシ4,800部

・政府主催事業、法務局ポスターの掲出及びチラシの配布
・実施主体　　新潟県及び市町村

11月～12月 小千谷市内

・（国・県作成の）啓発週間ポスターを掲出、啓発週間チラシを
配布
・実施主体　　新潟県及び小千谷市
・配布部数　　ポスター10枚、チラシ50枚

11月～12月 加茂市役所庁内
・県作成の啓発週間に関するポスター及びチラシを市役所庁内に
掲示
・実施主体　加茂市   ・配布部数　約10部（チラシ）

11月～12月 五泉市役所本庁舎ほか
・啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを設置・配布
・実施主体　　五泉市

11月～12月 魚沼市内
・発週間ポスターを掲出する。
・実施主体　　新潟県及び県内市町村

11月中旬～ 県内
・特定失踪者問題調査会ポスターの掲出
・実施主体　　新潟県及び市町村

12月 長岡市内
・啓発ポスター(法務局)を市民センター、長岡市各支所に掲出・
実施主体　　長岡市  ・設置数　11か所

1月 ながおか市民センター
・啓発週間特集資料とコーナーを設置し、啓発週間、拉致問題特
定失踪者問題、所蔵する関連図書を周知
・実施主体　　長岡市

2月 田上町内
・県作成の啓発週間ポスター掲出
・実施主体　　田上町

パネル・写真展示

新潟県

11月～12月 県内

啓発資料

15
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

長岡市ホームページ
・実施主体　　長岡市
・掲載内容　　情報提供の呼びかけ、パネル展開催周知

上越市ホームページ
・実施主体　　上越市
・掲載内容　　拉致問題の現状と課題

11月上旬～12月中旬 南魚沼市ホームページ
・実施主体　　南魚沼市
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発事項

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

11月25日～ 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 長岡市内

・実施主体　　長岡市
・配布物 　　 「ながおか」市政だより12月号
・発行数 　　　115,000部
・掲載内容　 　啓発週間・パネル展の周知

1月 佐渡市内一円
市報さど11月号への記事掲載
・実施主体　　佐渡市
・掲載内容　　啓発週間および署名活動の周知

2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

1月 粟島浦村内

・実施主体　　粟島浦村
・配布物 　　　広報「あわしま」
・配布数 　　　200部
・掲載内容　　 啓発週間の趣旨、啓発事項

2月 上越市内全世帯

・実施主体　　上越市
・配布物 　　　広報上越（12月1日号）
・配布数 　　　約75,000部
・掲載内容　　 拉致問題写真パネル展開催案内

11月中旬～下旬発行

・啓発週間の啓発広告を掲載
・実施主体　　新潟県
・雑誌名および発行数
　ｷｬﾚﾙ（42,000部）、assh（513,000部）

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

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

15 新潟県

広報誌

通年

列車、地下鉄、バス中
吊り広告

ホームページ

11月中旬～12月中旬

県内
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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

12月上旬～中旬 新潟市内
・啓発週間啓発ポスターを県内バス車内へ掲出
・実施主体　　新潟県
・新潟交通パス81台

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

12月上旬～中旬

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

12月9日 上越市内

・実施主体　　上越市
・放送時間帯　12:25～12:30
・回数　　1回
・放送内容　市内関係の特定失踪者紹介、拉致問題写真パネル展
の開催案内
・放送局　　ＦＭ上越

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、懸垂膜の掲出
・実施主体　　新潟県
・横断幕→県庁舎屋外
・懸垂膜→県庁舎屋内、地域振興局内

12月10日～16日 佐渡市役所庁舎 ・実施主体　佐渡市

12月 長岡市役所庁内
・ブルーリボンを作成し、職員に配付、着用
・実施主体　　長岡市
・250人

3月中旬 新潟県庁・市町村

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

Twitter 12月10日～16日 県内

・啓発週間の啓発広告をTwitter広告の配信
・実施主体　　新潟県
・配信対象および回数
　県内18歳～34歳のユーザー（抽出）に対し約27万回配信

その他
（貯金箱の設置）

通年
ながおか市民センターほか長岡

市内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

15 新潟県

ブルーリボンバッジの着用

新聞、テレビ、
ケーブルテレビ、ラジオ 県内

懸け垂れ幕等
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会・集会
ＤＶＤ上映会

パネル・写真展示
新聞、テレビ、ケーブルテ

レビ、ラジオ

12月8日 パレブラン高志会館

・北朝鮮人権侵害問題啓発講演会・ビデオ上演会及びそれに関す
るメディアを通した宣伝等
・実施主体　　富山県、北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出
する富山県地方議員連盟、北朝鮮に拉致された日本人を救出する
ための富山県民会議（救う会富山）
・参加人数　　約150人

・富山県市長会
・富山県町村会
・富山県人権擁護委員連合会

講演会・集会 9月21日 西地区コミュニティホール

・講師　　　　蓮池 薫 氏
・演題　　　　「夢と絆」
・参加人数　　約400名
・実施主体　　滑川市

魚津人権啓発活動地域ネットワーク協議会
他

パネル・写真展示
啓発資料

アピタ富山店
・拉致の可能性を排除できない行方不明者の写真をはじめ拉致問
題に関するパネル、啓発週間のポスター等を掲示
・実施主体　　富山県

・救う会富山

パネル・写真展示
ＤＶＤ放映（常時）

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

啓発資料 11月～12月 県内
・庁舎や地区センター等に啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　　富山県及び県内市町村

ホームページ 12月 富山県ホームページ
・啓発週間の趣旨，啓発事項を県ホームページに掲載
・実施主体　　富山県

11月 富山市内

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

12月 朝日町内
・実施主体　　朝日町
・配布物　　　広報誌（12月号）
・配布数　　　4,500 部

　

懸け垂れ幕等 12月10日～12月16日 富山市庁舎
・富山市庁舎前に懸垂幕を設置
・実施主体　　富山市

12月10日～12月16日

広報誌

16 富山県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

演劇公演・コンサート
（ＰＶ含む）

10月19日 根上総合文化会館

・舞台劇「めぐみへの誓い-奪還-」上演
・実施主体　　拉致問題対策本部、石川県、能美市、白山市、小
松市、加賀市、川北町
・来場者数　　約410名

救う会石川

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
地下広場

・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会連合会
・啓発物品配布件数　　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

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「北朝鮮人権啓発問題啓発週間」の趣旨、啓発
事項を掲載
・実施主体　　石川県

17 石川県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講習会集会
ＤＶＤ上映会

啓発資料
11月24日（日） プラザ萬象（敦賀市）

・集会に共催者として参加。会場にて、県が作成した啓発週間チ
ラシと１２月１５日に開催する「拉致問題啓発展」及び１月２４
日に開催
　映画『めぐみ―引き裂かれた家族の３０年』上映会」の案内チ
ラシを配布
・実施主体　　北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会
・参加者　500名

共催：福井県、敦賀市、小浜市
越前市、若狭町
協力：f杭地方法務局、福井県人権擁護委
員連合会、福井県保護司会等

ＤＶＤ上映会
パネル・写真展示

啓発資料（クイズラリー）
12月15日（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、写真パネル、「美浜事
件」証拠品等を展示拉致問題に関するＤＶＤを上映,クイズラリー
実施
・実施主体　　福井県、福井県警察本部

後援：
福井新聞社

ＤＶＤ上映会 1月24日（金） 県生活学習館
・映画上映のほか、地村保志による講演「拉致問題の早期解決を
願って」
・実施主体　　福井県、政府拉致問題対策本部

共催：
福井県教育委員会
北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会
福井県人権啓発活動ネットワーク協議会
後援：福井新聞社

街頭啓発活動
啓発資料

ブルーリボンバッジの着用

6月9日（日）
7月21日（日）
8月17日（土）

丹南総合公園野球場
美浜町民広場野球場

福井フェニックススタジアム

・福井ミラクルエレファンツと連携して、公式戦会場入り口に
て、拉致問題を含め、福井県の重大人権課題についての啓発チラ
シを配布
・7月21日には、北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会による
署名活動に協力
・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
・来場者数　　411名（6月9日）、276名（7月21日）、1475名（8
月17日）

福井ミラクルエレファンツ
北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会

街頭啓発活動
啓発資料

12月10日（火） えちぜん鉄道あわら湯のまち駅 　通行人に対して啓発用チラシを配布した（50部） あわら警察署・あわら市沿岸警備協力会

街頭啓発活動
啓発資料

ブルーリボンバッジの着用
12月14日（土）

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（県作成）、啓発グッズ（タオル）、ブ
ルーリボン、啓発冊子
・配布数200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

北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会
地村保志氏
小浜美郷小学校
小浜市

福井県18
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

街頭啓発活動
啓発資料

ブルーリボンバッジの着用
12月15日（日）

ラブリーパートナーエルパ
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　啓発チラシ（県作成）、啓発グッズ（タオル）、ブ
ルーリボン、啓発冊子
・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県

福井県警察本部
福井警察署

令和元年10月～
令和２年3月

市内小中学校
　拉致被害者である地村保志氏が市内小中学校を訪れ、自身の体
験を話す「拉致問題啓発講座」を実施し、若年層に対し、拉致問
題への啓発を図った

救う会福井・小浜市教育委員会

11月26日（火） 武生第六中学校
　拉致被害者である地村保志氏が越前市を訪れ、自身の体験を話
す「拉致問題啓発講座」を実施し、若年層に対し、拉致問題への
啓発を図った

救う会福井

署名活動
啓発資料 9月15日（日） テクノポート福井スタジアム

・福井ユナイテッドと連携して、人権サッカー教室を開催し、参
加者に、拉致問題を含め、福井県の重大人権課題についての啓発
チラシを配布
・北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会による署名活動に協
力
・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
・人権サッカー教室参加者数　40名
・公式戦来場者数　1,243名

福井ユナイテッド
北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会

署名活動
10月26日（土）
  ～27日（日）

小浜市川崎 ・食のまつりに併せ署名活動を実施 救う会福井

署名活動
パネル・写真展示

啓発資料
10月14日（月） たけふ菊人形会場での啓発活動

・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
・実施主体　　北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会
・共催　越前市

北朝鮮に拉致された日本人を救う福井の会

パネル・写真展示
啓発資料

12月10日（火）～
16日（月）

大野市役所　市民ホール
・展示内容：「美浜事件」「アベック拉致容疑事案」パネル及び
啓発チラシ、パンフレット
・実施主体　　大野市・福井県大野警察署

大野警察署

パネル・写真展示
12月10日（火）～

16日（月）
あわら市役所 ・パネル展示により来庁者に対して啓発活動 あわら警察署・あわら市沿岸警備協力会

啓発資料
ブルーリボンバッジの着用

通年 福井県庁
・県庁職員および来庁者用に、リボンと啓発チラシを受付に設置
・実施主体　　福井県

学習会

18 福井県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月～12月 越前町内
啓発週間に啓発ポスターを掲示する。
（本庁、各コミュニティセンター、生涯学習センター等）
・実施主体　　越前町

11月～13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
・本庁舎，各支所に啓発ポスターを掲示
・実施主体　　福井県及び坂井市

11月下旬～12月中旬 福井市役所庁舎
・実施主体　　福井市
・啓発ポスターの掲示

啓発資料
図書コーナー

11月29日（金）～
12月2日（月）

鯖江市文化の館

・人権週間啓発と合わせて、図書館に「人権図書コーナー」を設
置し、北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター掲示
・事業主体　鯖江市
・入館者数　10,216人（12/15現在)

永平寺町本庁舎
本庁舎にて啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　　永平寺町

池田町役場本庁
・実施主体　　池田町
・啓発ポスターの掲示

啓発資料
ブルーリボンバッジの着用

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
・実施主体　　高浜町

12月 おおい町内
・啓発ポスターの掲出
・実施主体　　おおい町

12月10日（火）～
16日（月）

勝山市役所
・市役所本庁舎にて啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　　勝山市

12月上旬 福井県
・広く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啓
発週間ポスターを掲出するとともに啓発週間チラシを設置
・実施主体　　法務省、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

啓発資料 11月29日（金） きらめきみなと館（敦賀）

・「人権啓発講演と映画の会」の参加者に、広く北朝鮮人権侵害
問題についての関心と認識を深めるため、県が作成した啓発週間
チラシと１２月１５日に開催する「拉致問題啓発展」及び１月２
４日に開催する「映画『めぐみ―引き裂かれた家族の３０年』上
映会」の案内チラシを配布
・実施主体　　福井県・福井県教育委員会

共催：
福井労働局
公共職業安定所
敦賀市

18 福井県

啓発資料

啓発資料

12月

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月～12月
鯖江市庁舎
各地区公民館

・市庁舎および地区公民館にて啓発ポスター掲示
・事業主体　　鯖江市

12月3日（火）～
15日（日）

鯖江市まなべの館
・小学生人権ポスター展にて啓発ポスター掲示
・事業主体　鯖江市

鯖江市人権擁護委員

12月 美浜町内
・啓発週間ポスターの掲示・広報みはま掲載
・実施主体　　美浜町

啓発資料
（ハンドブック作成含む）

2月～ 福井県
・北朝鮮による拉致問題の他、種々の人権課題を解説した小冊子
を作成し、関係部署、関係機関、各市町主幹部署に配布するとと
もに、各種研修会等にて参加者に配布

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
・実施主体　　福井県

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

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

12月10日（火）～ 越前市
・週間の期間や概要を市ホームページに掲載
・実施主体　　越前市

勝山市内全域

・広く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
報に同週間について掲載し周知した。
・実施主体　　勝山市
・配布物　　 「広報かつやま　お知らせ版」（11月号）
・配布数　　　 8,000部

坂井市内

・実施主体　　坂井市
・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30,000部）
・掲載内容　　 啓発週間の趣旨，啓発事項

池田町内

・実施主体　　池田町
・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

11月15日（金）発行 越前市
　週間の期間や概要を市広報紙に掲載
・実施主体　　越前市
・約27,500部発行（全戸配布）

11月

18

ホームページ

啓発資料

広報紙

福井県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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
　広報紙に北朝鮮人権侵害啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載し自
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
・実施主体　　福井市
・配布物　　  広報誌「市政広報ふくい」（11月25日号）
・配布数　　  87,000部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発事項

11月25日（月） 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

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。
・実施主体　　高浜町
・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）

鯖江市内

・実施主体　　鯖江市
・配布物 　　　広報紙「広報さばえ」12月号
・配布数 　　　23,050部
・掲載内容　　 啓発週間の趣旨、啓発事項

越前町内
・広報誌を配布
・実施主体　　越前町
・配布部数　　7,500部

12月10日（火）～
16日（月）

若狭町内 ・啓発週間の趣旨、啓発事項についてケーブルテレビにて放送

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（日）～
16日（月）

南越前町内
・町内ＣＡＴＶ文字放送
・実施主体　　南越前町

12月10日（火）～
16日（月）

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（火）～
16日（月）

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４階外壁に
設置し、啓発
・実施主体　　鯖江市

鯖江市人権擁護委員

懸け垂れ幕等

12月

新聞・テレビ
ケーブルテレビ・ラジオ

広報紙

福井県18
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

ブルーリボンバッジの着用 通年 福井県
・広く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4日（水） 南越前町内
・広報テープを流しながら町内を巡回
・実施主体　　南越前町
・広報車台数　1台

越前市
・市広報車にマグネットを貼り、北朝鮮人権侵害問題週間を啓発
・実施主体　　越前市

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

その他
（事件資料展示）

12月11日（水） 敦賀市役所 ・美浜事件の資料展示
敦賀警察署
敦賀市

その他
（証拠品展示）

12月12日（木） 小浜市役所 ・北朝鮮船美浜事件に関する証拠品の展示 小浜警察署

18

その他
（広報車）

福井県

12月10日（火）～
16日（月）
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

7月7日～7月19日
甲府市立図書館、中央公民館

（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

11月16日～17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連合会
甲府市

啓発資料 11月～12月 県内
・啓発週間ポスターの配布
・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

パネル・写真展示

19 山梨県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会・集会
啓発資料

令和元年12月７日 東御市中央公民館

・「人権尊重のまちづくり市民の集い」講演・広報
・演題「夢と絆」　講師　蓮池薫氏
・会場に北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示
・実施主体　　東御市・東御市教育委員会

講演会・集会 令和2年1月26日
佐久市内

総合福祉センターホール

・人権・男女共生フェスティバルにおいて、蓮池薫氏（新潟産業
大学経済学部准教授）の演題「夢と絆」と題した講演会の開催
・実施主体　　長野県佐久市・佐久市教育委員会・
　佐久地域人権啓発活動ネットワーク協議会
・参加者455名

（共催）
・佐久市企業人権同和教育推進連絡協議会
・佐久市男女共生ネットワーク
（後援）
・佐久市議会更生保護を考える議員連盟

ＤＶＤ上映会 7月11日 長野市
・映画「めぐみ」上映
・参加者121名
・実施主体　　長野県、長野市

内閣官房拉致問題対策本部との共同開催

ＤＶＤ上映会
学習会

7月7日
塩尻市内

（宗賀公民館
洗馬分館）

・バスハイクの車中でＤＶＤ「めぐみ」視聴
・実施主体　　塩尻市

宗賀公民館
宗賀地区人権教育指導員

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

6月12日～7月11日 塩尻総合文化センター
・内閣官房拉致問題対策本部及び長野市共催の映画上映会のポス
ター及びチラシの掲示・配布
・実施主体　　塩尻市

　

6月15日～7月11日　
 富士見町役場ロビー及び富士

見町コミュニティプラザ
・映画上映のためのポスター・チラシの掲出
・実施主体　　富士見町

令和元年11月～ 東御市内公共施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
・実施主体　　東御市

千曲市庁舎内
公民館

小・中学校

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターを掲示
・実施主体　　千曲市
・掲示部数　　25枚

須坂市本庁舎
人権交流センター

中央公民館等

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

長野地方法務局

駒ケ根市役所
市内公民館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターを掲示
・実施主体　　駒ケ根市

11月6日～11月10日 中野市人権センター
・人権センター祭りに合わせ、政府拉致問題対策本部のポスター
を掲載
・実施主体　　中野市

啓発資料

11月～12月

長野県20
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月13日 中野市市民会館
・差別をなくす市民集会に合わせ、政府拉致問題対策本部のポス
ターを掲載
・実施主体　　中野市

11月下旬～12月16日 御代田町庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　御代田町

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

　

小布施町公民館
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　小布施町

飯島町役場
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　飯島町

麻績村役場庁舎
玄関ホール掲示板

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　麻績村

12月3日～12月13日 長野市役所庁舎及び隣保館４館
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
・実施主体　　長野市

12月10日～12月15日
安曇野市役所庁舎・

各支所

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　　安曇野市
・配布部数　　5部（ポスター）

啓発資料
ホームページ

電光掲示板・動画広告モニ
ター

令和元年12月10日から令
和元年12月16日

辰野町内

・ポスター掲示ほか　同問題について、住民に広く関心と認識を
深めてもらうため、ホームページへの掲載、地域情報告知システ
ム等を通じて文字・音声による広報
・実施主体　　辰野町

12月10日～12月16日
（北朝鮮人権侵害問題啓

発週間）

山ノ内町役場庁舎
山ノ内町中央公民館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター・チラシの掲示
・実施主体　　山ノ内町
・ポスター枚数　 10枚
・チラシ枚数 　　50枚

小川村役場庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　小川村

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

啓発資料 12月

啓発資料

12月10日～12月16日

長野県20
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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
・実施主体　　長野県

11月～12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

広報誌 11月 飯田市内

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

12月
飯島町内

（ふるさと納税者含む）

・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
・実施主体　　飯島町

11月16日号
上田市

（全戸配布）

・啓発週間の趣旨を掲載
・発行部数　　59,000部
・事業主体　　上田市

12月号 茅野市内

・広く同問題についての関心と認識を深めるため広報紙を媒体と
して周知・広報を実施する。
・実施主体　　茅野市
・配布物 　　 茅野市広報紙「広報ちの」
・発行部数　　18,750部

12月1日 軽井沢町内

・拉致問題を始めとする北朝鮮人権侵害問題についての関心と認
識を深めるため、広報誌に記事を掲載
・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

12月5日 中野市内

・配布物　広報誌「心をひらく」
（「広報なかの」（12月号への挟み込み））
・発行数 　　　15,800部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　中野市

新聞・テレビ
ケーブルテレビ・ラジオ

12月2日～12月10日 小谷村内

・村ケーブルテレビ（文字放送）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世帯 約1,200世帯

ホームページ

広報誌

20 長野県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

懸け垂れ幕等 12月10日～16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、主な県庁舎に
懸垂幕を設置
・実施主体　　長野県

その他 12月12日～12月18日
長野市

（ホテル犀北館）

・市内各地区に配置する人権教育指導員が、地区の研修会を行う
際にＤＶＤの貸出
・実施主体　　長野市

第四地区住民自治協議会

20 長野県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

ＤＶＤ上映会 令和元年8月26日 岐阜市役所
・市職員、人権擁護委員等を対象とした人権研修会で拉致問題を
テーマにしたアニメ「めぐみ」及び「拉致被害者御家族ビデオ
メッセージ」の上映を実施

パネル・写真展示 令和元年12月7日
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、拉致問題啓発パネルの展示 岐阜地方法務局等

啓発資料 11月～12月
県庁舎内

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

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

21 岐阜県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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、啓発週間ちらしを配布
・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
・啓発週間を強調した啓発活動

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

22 静岡県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

パネル・写真展示
啓発資料

（ポスター含む）
11月3日 愛知県庁本庁舎内

・文化の日における県庁公開デーでの展示
・展示内容　拉致問題に関するポスター、年表等の掲出、関連書
籍・パンフレットの設置
・実施主体　　愛知県

企画展
ＤＶＤ放映（常時）

啓発資料
12月 あいち人権啓発プラザ

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

愛知県人権推進室

4月～3月
豊川市役所、４支所（一宮、音
羽、御津、小坂井）、小坂井文

化センター

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　豊川市

　

11月～12月 愛知県内
・啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　　愛知県及び県内市町村

11月21日～12月16日 豊橋市役所庁舎
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスターの掲示
・実施主体　　豊橋市

法務省

11月26日～12月16日 豊明市役所庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスターの掲示
・実施主体　　豊明市

　

県庁連絡通路及び掲示板
・啓発ポスターを掲示
・実施主体　　愛知県

刈谷市役所庁舎内
・啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　　刈谷市

　

知立市役所
知立市西丘文化センター

・啓発ポスターの掲示
・実施主体　　知立市

　

12月4日 豊川市役所ロビー他
・拉致問題対策チラシを人権週間啓発活動と合わせて市民に配布
（200枚）
・実施主体　　豊川市

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

大府市庁舎
・ポスターの掲示
・実施主体　　大府市

　

尾張旭市役所
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　　尾張旭市

　

啓発資料
12月

12月10日～12月16日

23 愛知県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

日進市庁舎
日進市立小中学校
日進市立図書館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　日進市

あま市役所本庁舎
あま市役所甚目寺庁舎

・国から送付された啓発ポスターの掲示
・実施主体　　あま市

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

広報誌 12月 愛知県内
・広報12月号に啓発週間についての告知を掲載
・実施主体　　愛知県

12月1日～12月15日 豊川市役所ロビー
・行政情報モニター放映
・実施主体　　豊川市

12月11日～12月16日 尾張旭市市役所庁舎内
・コミュニティビジョンによる北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周
知
・実施主体　　尾張旭市

その他
（職員への啓発）

7月 豊川市役所庁内
・全職員に対して、人権意識の向上を推進するための取組みにつ
いて理解を深めるよう通知文を発出
・実施主体　　豊川市

愛知県

啓発資料

電光掲示板・動画広告
モニター

12月10日～12月1６日

23
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

ＤＶＤ上映会 12月10日～16日
桑名市人権センター

企画展示室
・アニメDVD「めぐみ」適宜上映
・実施主体　　桑名市

鳥羽市内
（近鉄鳥羽駅及び

マリンターミナル周辺）

・実施主体　　鳥羽市
・配布数　　  500部（チラシ，物品）
・掲載内容　　啓発習慣の趣旨，啓発事項

三重県
鳥羽警察署
津地方法務局伊勢支局
人権擁護委員

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

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
・実施主体　　三重県

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

11月18日 県内公立学校

・「差別をなくす強調月間」の啓発チラシにおいて、北朝鮮人権
侵害問題に関する取組促進を依頼
・実施主体　　三重県教育委員会
・配布先 　　　県立学校（86校）、市町等教育委員会（29市町）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨
　　　　　　　　　アニメ「めぐみ」の活用

三重県
県内市町等教育委員会

①通年
②12月

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

12月1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

ホームページ

パネル・写真展示 12月9日～13日

街頭啓発活動 12月4日

啓発資料

24 三重県



66 / 156 ページ

【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月下旬 伊勢市内

・実施主体　　伊勢市
・配布物 　　 広報誌「広報いせ」（11月15日号）
・配布数 　　 約53,000部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，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1日～13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
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発事項

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

12月5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
・実施主体　　三重県

12月10日～16日 鳥羽市内
・広報とば行政チャンネルでの周知・広報
・実施主体　　鳥羽市
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発事項

館内放送 12月9日 県本庁舎
・県庁内放送で、当該週間の趣旨及びパネル展の案内等について
放送
・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
・実施主体　　三重県

図書コーナー 11月26日～12月16日 鳥羽市立図書館
・人権週間に実施する人権関連図書の展示において、北朝鮮人権
侵害問題に関する図書を展示
・実施主体　　鳥羽市

広報誌

新聞、テレビ、
ケーブルテレビ・ラジオ

24 三重県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

9月7日
東近江市立

八日市文化芸術会館

・実施主体　東近江市教育委員会
・講師　蓮池　薫
・演題「夢と絆」
・参加人数　1097人

東近江市

12月10日
米原市人権総合センター

S・Cプラザ
・講師の蓮池薫氏を招聘し、拉致問題について学ぶ

ＤＶＤ上映会 12月4日 ピアザ淡海
・実施主体　滋賀県、政府拉致対策本部
・内容　政府の取り組みについて
・映画「めぐみ―引き裂かれた家族の30年」上映

政府拉致対策本部

12月9日～12月18日 長浜市庁舎市民交流ロビー ・拉致問題関係パネル展示

12月10日～16日
県庁本館
県民サロン

・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展示

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

甲賀市
・実施主体　甲賀市
・市内公共施設に啓発週刊ポスターを掲示

野洲市人権センター
・実施主体　野洲市
・啓発週間のポスターを掲出

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 市内7施設

高島市本庁及び各支所
・本庁及び各支所６カ所に啓発週間ポスターを掲示
・実施主体：高島市

彦根市内
・市内公共施設において、啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　彦根市
・掲示場所　7か所

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。

12月 東近江市公共施設内
・啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　滋賀県及び県内市町村

啓発資料

11月～12月

11月～12月

パネル・写真展示

講演会・集会

滋賀県25
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月9日～12月16日
人権のつどい・じんけん連続講

座
・啓発資料を作成し、講演会や研修で参加者へ配布
・課窓口等にリーフレットを配置

12月10日～16日 栗東市役所庁舎内 ・啓発週間ポスターを掲示

11月～12月 湖南市内
・啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　湖南市

11月下旬～12月中旬 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 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～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～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、啓発事項実施

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
・実施主体　湖南市

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

長浜市内

・実施主体　長浜市
・配布物　　広報ながはま（12月1日号）
・配布数　　41,511部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

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　　28,200部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

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

竜王町内外 ・人権週間の記事と併せて掲載

広報紙

ホームページ

12月

滋賀県25

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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　25,500部
・掲載内容　拉致問題とは、啓発週間の趣旨、啓発事項

12月1日号 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57,900部
・実施主体：草津市

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
・実施主体　湖南市
・配布部数　22,000部

電光掲示板
動画広告モニター

12月1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

図書コーナー 12月16日～23日 市立長浜図書館
・啓発週間中、図書館にブースを設け、関係図書や
　ポスター等を展示し啓発

市立長浜図書館

その他
（三角柱の設置）

12月 長浜市庁舎窓口
・毎月、人権に関する月間・週間等の三角柱にて啓発しており、
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

その他
（職員共有電子端末）

12月12日
竜王町職員共有電子端末

（パソコン）
・人権を確かめ合う日の記事と併せて掲載

広報紙

25 滋賀県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

DVD上映会 11月17日 京都テルサ

＊アニメ「めぐみ」
・「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」を上映
・実施主体　　政府拉致問題対策本部、
　　　　　　　京都府、京都市

　

8月 京都府各広域振興局

11月17日 京都テルサ

12月11日～13日 京都府本庁舎
横田めぐみさん等
被拉致日本人を救出する京都会

8月22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～12月
【京田辺市】

啓発資料による周知・広報
＊京田辺市役所ほか公共施設などに、啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　　京田辺市

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

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

12月7日
イオンモール京都桂川
３階　イオンホール

＊人権イベント内のポスターの掲示 なし

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

京田辺市ホームページ
＊京田辺市ウェブページへ啓発週間の趣旨・啓発事項を掲載
・実施主体　　京田辺市

　

12月10日～
12月16日

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

　

ホームページ、新聞・テレ
ビ、ケーブルテレビ・ラジ

オ
12月10日～16日

与謝野町ホームページ
町有線テレビ

＊実施主体 　　　与謝野町
・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
・表示内容 　　　啓発週間の趣旨、啓発事項

京都府

パネル・写真展示
＊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

啓発資料

通年

ホームページ

26
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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
・配付数 　　 約119万部

1月 福知山市内

＊広報誌「広報ふくちやま」（１２月号）への掲載
・実施主体　　福知山市
・配布部数　　32,900部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

　

宮津市内

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

　

京丹後市内
＊広報「京丹後おしらせ版12月10日号」配布
・実施主体　　京丹後市
・配布部数 　　20,350部

　

12月10日
　与謝野町内各戸、

公民館、
公共施設

＊実施主体　　与謝野町
・配布物 　　　広報よさのお知らせ版（12月号）8.300部
・表示内容　　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10日～13日 京都府内全域

＊放送時間帯
　10日～12日：午前・午後（計2回）
　13日　　　　 ：午後（計1回）
・エフエム京都「スポット」
・実施主体　　京都府

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

12月10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

館内放送 12月10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
＊実施主体　　与謝野町
・インターネット、携帯電話登録者への送信
・表示内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

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

京都府

電光掲示板
動画広告モニター

26

広報誌

12月
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月24日
島本町

ふれあいセンター

＊講演会の開催
・実施主体　　島本町
・講師　　蓮池　薫氏
・演題　　夢と絆～北朝鮮での２４年間、そして今～
・参加者　300名

島本町人権まちづくり協会

11月30日 豊能町立ユーベルホール

＊人権を考えるつどい
　講演会「夢と絆～北朝鮮での24年間、そして今～」
（講演者：蓮池　薫氏）の開催、パネル展示、
・実施主体　　豊能町
・参加者 　　　424名

大阪ブルーリボンの会
豊能町人権まちづくり協会

12月8日
吹田市

関西大学100周年記念会館
＊実施主体　　吹田市
・内容　蓮池　薫さんによる拉致問題についての講演

公益財団法人　吹田市文化振興事業団
吹田市教育委員会
吹田市人権啓発推進協議会

12月13日
東大阪市

文化創造館ジャトーハーモニー
小ホール

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びポケットブッ
ク⑭
「引き裂かれた家族　北朝鮮による拉致」の配布
・『前略めぐみちゃんへ』の上映、制作者　佐竹正任氏による講
演
・実施主体　　東大阪市

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

7月
岸和田市立

福祉総合センター
＊啓発ＤＶＤ「めぐみ」上映
・実施主体　　岸和田市

岸和田市人権協会
岸和田市教育委員会

12月9日～12月13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
・実施主体　　泉南市

12月10日～12月16日 柏原市立男女共同参画センター
＊DVDアニメ「めぐみ」の上映
・実施主体　　柏原市

柏原市
東大阪人権擁護委員協議会
柏原地区委員会
柏原市企業人権連絡協議会

12月11,12,14
　　15,18,19日

吹田市平和祈念資料館
＊実施主体　　吹田市
・上映内容　　アニメ「めぐみ」
・参加人数　　115人

1月26日
ピースおおさか
（大阪市中央区）

＊アニメ「めぐみ」等の上映
・実施主体　　大阪府
・内容　　アニメ「めぐみ」・拉致被害者ご家族
　ビデオメッセージを上映
・参加者　　85名

政府拉致問題対策本部
大阪市
府内全市町村

27 大阪府

講演会・集会

ＤＶＤ上映会
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月3日 熊取駅（JR）

＊当町での人権相談の案内チラシに北朝鮮人権侵害問題及び啓発
週間の啓発文を記載
・実施主体　　熊取町
・チラシ配布部数　　500枚

熊取町人権協会
岸和田人権擁護委員協議会熊取町地区委員
会
大阪法務局岸和田支局
熊取町議会

12月10日
曽根崎警察署地下　大阪府警察

コミュニティープラザ
（大阪市北区）

＊街頭にて啓発資料の配布
・実施主体　大阪府
・配布物 　 拉致問題啓発チラシおよびクリアファイル
・配布数 　 1,000枚

大阪市
曽根崎警察署

12月9日 忠岡駅前
＊ポケットティッシュ（拉致問題についてのチラシ入り）を配布
・実施主体　　忠岡町
・配付部数　　200枚

忠岡町人権協会

パネル・写真展示
啓発資料

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、パネル展の案内を掲
載、配布
・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

11月5日～12月16日
河内長野市庁舎

市民ホール

＊人権週間のパネル展示の中に北朝鮮人権侵害問題啓発コーナー
を設置
・実施主体　　河内長野市

11月12日～11月25日 豊中市庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発パネルの展示
・実施主体　　豊中市

11月18日～24日
島本町

ふれあいセンター
＊北朝鮮人権侵害問題啓発に関するパネルの展示
・実施主体　　島本町

・大阪府府民文化部人権局
※パネル提供
・島本町人権まちづくり協会

11月29日～12月12日 熊取交流センター煉瓦館
＊大阪府府民文化部人権局人権企画課より北朝鮮人権侵害問題啓
発パネルを借用し展示
・実施主体　　熊取町

12月2日～12月9日
箕面市

かやのさんぺい橋

＊北朝鮮拉致問題に関するパネル展示
・実施主体　　箕面市
・内容　　北朝鮮による拉致問題のこと
　～拉致被害者に一日も早い帰国を願って～

大阪府　府民文化部　人権局
人権企画課　企画グループ

12月3日～10日
千早赤阪村内
くすのきホール

＊拉致問題に関するものを含む人権全般パネル展示
・実施主体　　千早赤阪村

12月4日～15日 大阪府立中央図書館
＊「人権展」における拉致問題啓発ポスターの展示
・実施主体　　大阪府

街頭啓発活動

27

パネル・写真展示

大阪府
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月7日 寝屋川市立市民会館
＊北朝鮮人権侵害問題啓発パネルの展示
・実施主体　　寝屋川市

大阪府

12月8日
枚方市

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

・特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会
・内閣官房拉致問題対策本部

12月9日（月）～12月13
日（金）

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）

箕面市立西南生涯学習センター

＊北朝鮮拉致問題に関するパネル展示
・実施主体　　箕面市
・内容　　北朝鮮による拉致問題のこと
　～拉致被害者に一日も早い帰国を願って～

大阪府　府民文化部　人権局
人権企画課　企画グループ

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

泉大津市庁舎
1階市民ロビー

＊北朝鮮拉致被害者救出運動写真パネル展の開催
・実施主体　　泉大津市

大阪ブルーリボンの会

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

大阪府

12月14日
富田林市

すばるホール

＊富田林市主催の人権啓発イベント「2019とんだばやし人権フェ
ア」において拉致問題啓発パネルを展示
・実施主体　　富田林市

大阪府府民文化部人権局
人権企画課企画グループ
（啓発パネルデータを借用）

12月6日～12月16日　 太子町役場 1階ホール
＊ＤＶＤアニメ「めぐみ」
・実施主体　　太子町
・開庁時間の午前9時～午後5時30分の間、常時上映

12月11日～12月16日
泉大津市庁舎
1階市民ロビー

＊ＤＶＤアニメ「めぐみ」の上映
・実施主体　　泉大津市
・参加人数　　200人

　

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」上映
・実施主体　　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

啓発資料

・平成31年4月19日
人権教育担当者会
・令和元年5月9日

校園長会

貝塚市教育庁舎

＊大阪府教育庁　人権リーフ②
　人権問題に関する研修用資料
・実施主体　　貝塚市教育委員会
「拉致問題に関する理解のために」の配布・説明
・配布部数　　45部

12月11日～12月16日

27 大阪府

ＤＶＤ放映

パネル・写真展示 12月10日～12月16日
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

6月～7月中旬

大阪府内
全府立高等学校・支援学校高等

部
府内全市町村

＊人権啓発冊子「そうぞう」第43号（拉致問題啓発特集号）を増
刷、配布
・実施主体　　大阪府
・配布物 　　 人権啓発冊子「そうぞう」第43号
（拉致問題啓発特集号）
・配布数　　　約12万5000部

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

東大阪市本庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　東大阪市

岬町庁舎内
＊啓発週間ポスター掲出及び啓発冊子配架
・実施主体　　岬町

門真市役所
人権女性政策課
啓発コーナー

＊市役所人権市民相談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配置
・実施主体　　門真市

大阪ブルーリボンの会

10月～11月 島本町内

＊配布物　チラシ（島本町作成）
・実施主体　　島本町
・掲載内容　　啓発週間の趣旨
・配布数 　　　約6,000枚（町内保育所、幼稚園、
　小・中学校及び行政機関）

・島本町人権まちづくり協会
・三島人権擁護委員協議会

11月15日～12月13日 東大阪市内

＊啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを配布
・実施主体　　東大阪市
・配布部数　　約140部(ポスター)
　　　　　　　約3,300部（チラシ）

11月19日～ 泉南市内公共施設等
＊人権週間「市民の集い」、「人権作品展」の
　会場内にポスターを掲示
・実施主体　　泉南市

11月下旬

大阪府内
全府立高等学校・支援学校高等

部
府内全市町村

＊啓発チラシの配付
・配布物 　　 チラシ（大阪府作成）
・実施主体　　大阪府
・配布数 　　 12万5000枚
・掲載内容　　拉致問題の啓発

11月下旬～常時 守口市庁舎

＊北朝鮮人権侵害問題啓発チラシの配布及びポスター掲示
・実施主体　　守口市
・チラシ配布部数　120枚
・ポスター掲出 　　1か所

通年

27 大阪府

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

豊能町立ユーベルホール

＊「北朝鮮による日本人拉致問題」
　「すべての拉致被害者の帰国を目指して」
　「日本政府はすべての拉致被害者をただちに救出せよ！」　の
リーフレットの配付
・実施主体　　豊能町
・配布部数　　500部

阪南市立文化センター
大ホール内

＊「人権を考える市民の集い」会場内における啓発ポスター（北
朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する）の掲出
・実施主体　　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

11月29日～12月16日 豊中市内
＊法務省啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　豊中市
・配布部数　　53枚

12月10日～12月16日
富田林市役所庁内及び

各公共施設

＊実施主体　　富田林市
・法務局作成の「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター及びチラ
シ」の掲示・配布

大阪法務局人権擁護部第三課

池田市役所内
＊啓発週間ポスターを市役所内に掲出した
・実施主体　　池田市

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

吹田市役所
＊実施主体　　吹田市
・掲載内容　　啓発週間ポスター掲出

千早赤阪村内
＊法務省啓発人権ポスターを掲出
・実施主体　　千早赤阪村

寝屋川市役所内
寝屋川市立男女共同参画推進セ

ンター

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　寝屋川市

箕面市役所本庁舎を含め箕面市
内公共施設（４０か所）

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　箕面市
・ポスター掲示枚数　　50枚

法務省

阪南市役所内
＊啓発ポスター（北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する）の掲出
・実施主体　　阪南市

啓発資料

11月30日

12月

27

12月

12月１日～16日

大阪府
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月1日～12月27日 能勢町庁舎
＊啓発週間ポスターを掲示し、啓発週間チラシを設置
・実施主体　　能勢町
・チラシ設置部数　30部

12月3日～12月13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

12月5日～12月16日 泉佐野市役所
＊北朝鮮人権問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　泉佐野市

寝屋川市立市民会館
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間チラシの配布
・実施主体　　寝屋川市
・チラシ配布部数　　500枚

寝屋川警察署

守口市
エナジーホール

＊北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター掲示
・実施主体　　守口市
・ポスター掲示　　1か所

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、チラシを
掲示
・実施主体：大阪狭山市

大阪狭山市人権協会

東大阪市
児童文化スポーツセンター

＊東大阪市人権週間事業平和と人権展＆識字展にて北朝鮮人権侵
害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　東大阪市

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

貝塚市庁舎内
＊啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　貝塚市

柏原市立男女共同参画センター
＊啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　柏原市

柏原市
東大阪人権擁護委員協議会
柏原地区委員会
柏原市企業人権連絡協議会

泉佐野市ホームページ
＊啓発週間の周知および政府拉致問題対策本部HPへのリンク
・実施主体　　泉佐野市

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
・実施主体　　茨木市
・政府拉致問題対策本部ＨＰへのリンク

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

12月7日

12月7日～12月8日

12月10日～12月16日

　通年

27 大阪府

　ホームページ

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月8日～12月13日 東大阪市ホームページ
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と講演会の案内を掲載
・実施主体　　東大阪市

11月18日～12月17日 河内長野市ホームページ
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間の記事掲載
・実施主体　　河内長野市

11月25日～12月17日 高石市ホームページ
＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について周知、広報
・実施主体　　高石市

11月27日～12月17日 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

岸和田市
ホームページ内

＊岸和田市ホームページへの掲載
・実施主体　　岸和田市
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

大阪狭山市
ホームページ

＊啓発週間の周知
・啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載
・実施主体　　大阪狭山市

熊取町ホームページ
＊人権啓発紙記事「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」データをホー
ムページに掲載
・実施主体　　熊取町

泉南市ホームページ
＊実施主体　　泉南市
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての記事を掲載

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

11月 高石市内

＊実施主体　　高石市
・配布物 　　 広報たかいし（11月6日発行）
・配布数 　　 24,500部
・内容　　 　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について
　周知、広報

11月15日 東大阪市内

＊市政だよりに北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と
　講演会の案内を掲載
・実施主体　　東大阪市
・配布数 　　　約210,000部

11月16日 四條畷市内
＊実施主体　　四條畷市
・内容　11月15日号広報紙にて映画上映内容の案内

令和元年12月号 泉佐野市内
＊掲載内容　市広報誌「広報いずみさの」にて啓発週間
　について掲載
・実施主体　　泉佐野市

27

12月

大阪府

ホームページ

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

太子町内

＊配布物 　　　広報誌「広報太子」12月号
・実施主体　　太子町
・配布数 　　　約5,000部(町内全戸配布)
・掲載内容　　啓発週間の趣旨について掲載

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　　啓発週間の周知

河内長野市内
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間の記事掲載
・実施主体　　河内長野市
・配行部数　　48,000部

摂津市内
＊「広報せっつ」12月号の配布
・実施主体　　摂津市
・配布数 　　 44,038部

泉大津市内

＊実施主体　　泉大津市
・配布物　　　広報誌「広報いずみおおつ」12月号
・配布数　　　32,000部
・内容 　　　　「12月10日～16日北朝鮮人権侵害問題
　啓発週間」の趣旨・パネル展について

茨木市内

＊実施主体　　茨木市
・配布物 　　 広報誌「広報いばらき12月号」
・配布数 　　 約14万部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

貝塚市内
＊「広報かいづか12月号」にて啓発週間の周知
・実施主体　　貝塚市
・配布部数　　32,500部

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

熊取町内
＊権啓発紙の記事として「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」につい
て掲載
・実施主体　　熊取町

島本町内

＊実施主体　　島本町
・配布物  　　広報誌「広報しまもと」（12月号）
・配布数 　　 約13,800部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨

12月

大阪府27

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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　　18万部
・掲載内容　　啓発週間の周知

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16万7千部

豊中市内
＊市広報誌への北朝鮮人権侵害問題啓発週間の掲載
・実施主体　　豊中市
・発行部数　　202,350部

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 　　　45,500部

阪南市内
＊配布物 　　　広報はんなん12月号
・配布数 　　　23,600部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

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

　

池田市内

＊実施主体　　池田市
・広報誌 　　　広報「いけだ」12月号
・発行数 　　　52,000部
・掲載内容　　アニメ「めぐみ」家族ビデオメッセージ上映会

大阪狭山市内

＊大阪狭山市広報誌の配布
・実施主体　　大阪狭山市
・広報誌配布部数　　26,000部
・掲載内容　　啓発週間の通知

泉南市内
＊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
・実施主体　　泉南市

27 大阪府

広報誌 12月
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

田尻町内

＊実施主体　　田尻町
・配布部数　　約3,000部
・内容　　町広報誌「広報たじり」に「人権週間の強調事項」と
して掲載

寝屋川市内全域

＊実施主体　　寝屋川市
・配布物 　　　広報ねやがわ
・配布数　 　　115,500部
・掲載内容　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間

枚方市内

＊実施主体　　枚方市
・配布物 　　　広報誌「広報ひらかた」（12月号）
・配布数 　　　18万8,200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～12月31日 和泉市内

＊配布物　　　「広報いずみ」12月号
・実施主体　　和泉市
・配布数 　　　73,000部
・掲載内容　　啓発事項

11月25日～12月8日 東大阪市内
＊市政情報番組「虹色ねっとわーく」にて北朝鮮人権侵害問題啓
発週間の周知と講演会の案内を掲載
・実施主体　　東大阪市

12月3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

11月22日～12月16日
交野市立本庁舎

交野市立保健福祉総合センター
＊北朝鮮人権侵害問題関係ポスターの掲示
・実施主体　　交野市

12月 河南町役場庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出
・実施主体　　河南町

12月3日～12月23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
・実施主体　　羽曳野市

27 大阪府

広報誌

新聞・テレビ、
ケーブルテレビ・ラジオ

懸け垂れ幕等

12月
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

東大阪市
ヴェルノール布施

＊電光表示板で北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知
・実施主体　　東大阪市

東大阪市本庁舎
＊電光表示板で北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知
・実施主体　　東大阪市

12月10日～12月15日 阪南市役所
＊掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　阪南市

12月10日～12月16日 南海本線貝塚駅前広場
＊啓発週間の周知
・実施主体　　貝塚市

12月11日～12月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

東大阪市Facebook
＊フェイスブックにて北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と講演
会の案内を掲載　　・実施主体　　東大阪市

東大阪市Twitter
＊Twitterにて北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と講演会の案内
を掲載　　・実施主体　　東大阪市

公用車への啓発マグネッ
ト・ステッカーの貼り付け

12月2日～12月16日 八尾市内

＊実施主体　　八尾市
・公用車台数　　42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

和泉シティプラザ、大阪市役所
（12月10日から12月13日）、大
阪水上バス、大阪府咲洲庁舎、
キタハマミズム（北浜テラス）
（12月10日のみ）、ドーンセン
ター、とんぼりクルーズ船、中
之島図書館、万博記念公園・太
陽の塔（12月10日から12月12
日）、ピースおおさか、湊町リ
バープレイス、豊能町ユーベル

ホール

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

和泉シティプラザ内
＊実施主体　　大阪府及び和泉市
・内容　　ブルーライトアップ

12月10日～16日

大阪府

12月2日～12月16日

27

電光掲示板・動画広告モニ
ター

Twitter
Facebook

その他

11月28日～12月13日
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月14日
　上郡町生涯学習支援

センター

＊上郡町人権のつどい（第２部　人権講演会）
　講演会内容：北朝鮮による拉致問題等
　講師：新潟産業大学准教授　蓮池　薫 氏

　

1月14日（予定）
中央北生涯学習プラザ

（尼崎市）

＊実施主体　尼崎市
・講師  　　竹下珠路さん（特定失踪者家族会事務局長）
・演題  　　命のあるうちに ひとり残さず取り返す
・参加人員　80名募集

講演会・集会
DVD上映会

12月7日 伊丹市立人権啓発センター
＊アニメ映画「めぐみ」上映
・内閣官房拉致問題対策本部職員による説明

8月24日 　 高砂市文化会館

＊実施主体　　兵庫県
（公財）兵庫県人権啓発協会
・内容  　人権啓発フェスティバル（8月）でアニメ「めぐみ」上
映

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12日～20日 加西市庁舎1階ロビー
＊実施主体　　加西市
・DVD「拉致」

①12月27日（予定）
②1月14日（予定）

①小田南生涯学習プラザ
②中央北生涯学習プラザ
（①、②とも尼崎市）

＊DVD　アニメ「めぐみ」の上映
・実施主体　　尼崎市

通年
兵庫県庁１、２、３号館　各ロ

ビー（神戸市）
＊実施主体　　兵庫県
・展示内容　　拉致問題啓発パネル

8月24日
12月4日

　 高砂市文化会館
　 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
・内容　人権啓発フェスティバル（8月）、人権のつどい（12月）
の会場で啓発パネル展示、啓発チラシ配布

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

9～2月 兵庫県（県域）
＊実施主体　兵庫県、県内市町（31か所）
・内容　　　巡回パネル展（県庁舎含む）
・県制作パネル及び内閣官房拉致問題対策本部制作パネルを展示

県内市町

11月1日～11月26日
加古川市人権文化

センター内
＊「北朝鮮による日本人拉致問題」パネルの展示
・実施主体　　兵庫県加古川市

　

兵庫県

ＤＶＤ上映

パネル･写真展示

講演会・集会

28
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月29日
明石市民会館中ホール

階段踊り場
＊兵庫県人権啓発協会からパネルを借り
「あかしヒューマンフェスタ」で展示

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
・内容  拉致問題に関する啓発ﾊﾟﾈﾙ展示及び啓発ﾁﾗｼ配布

12月7日～16日
朝来生涯学習センター

２階ラウンジ
(朝来市新井73-1)

＊北朝鮮人権侵害問題啓発パネルの掲示

12月18日～25日
アスティアかさい3階
ウォールギャラリー

＊啓発パネルセットを兵庫県人権推進課から借用して展示
・実施主体　　加西市
・展示物 　兵庫県人権啓発協会が制作された展示パネル

兵庫県人権推進課
兵庫県人権啓発協会

①12月27日（予定）
②1月9日～15日

（予定）

①小田南生涯学習プラザ
②中央北生涯学習プラザ
（①、②とも尼崎市）

＊実施主体　尼崎市
・展示内容　拉致問題に関するパネル
（兵庫県人権推進課から借用）の展示

2月1日～2月28日
西宮市立

若竹生活文化会館
１階ロビー

＊実施主体　西宮市
「北朝鮮による日本人拉致問題に関するパネル展（兵庫県人権推進課
作成）」の展示

兵庫県人権推進課

パネル・写真展示、啓発資
料、ブルーリボンバッジの

着用
12月10日～16日

丹波市氷上住民センター
オープンスペース

＊実施主体　丹波市
・展示内容　拉致問題に関するパネル、丹波市内の行方不明者西
安さんと桑村さんに関する資料、啓発週間ポスターほか手作りの
ブルーリボンの配布

加古川市人権文化
センター内

＊政府作成啓発ポスターの掲示
・実施主体　　兵庫県加古川市

尼崎市庁舎
＊啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　尼崎市

　

西宮市役所
人権平和推進課窓口

＊実施主体　西宮市
・大阪ブルーリボンの会作成リーフレット配布
・人権擁護委員協議会等作成リーフレット配布

・大阪ブルーリボンの会
・西宮・芦屋人権啓発活動地域ネットワーク協
議会

西宮市役所
人権教育推進課窓口

＊実施主体　西宮市
・アニメ映画「めぐみ」DVDの貸出し

通年

パネル･写真展示

啓発資料

兵庫県28
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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実施
・実施主体　川西市

法務局
兵庫県
大阪ブルーリボンの会

4月1日～3月31日　 　
＊明石市で制作した啓発冊子の中に、
「北朝鮮による拉致問題」の記述を掲載

　

10月～12月
（12月7日）

猪名川町文化体育館

＊「人権週間」に合わせて開催している「人権を考える町民のつ
どい」のチラシの裏面に記載
・実施主体　猪名川町
・チラシ配布部数　1,000枚

　

10月26日～27日 たつの市立上袋尻自治会館 ＊兵庫県人権推進課から借受した啓発パネルを展示 兵庫県人権推進課

伊丹市庁舎
伊丹市立人権啓発センター

＊啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　　伊丹市

　

宝塚市庁舎 ＊啓発週間ポスターを掲示した 　

芦屋市庁舎内，芦屋市内
公共施設

＊啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　芦屋市

　

12月2日～10日 伊丹市立人権啓発センター
＊啓発パネル展実施
・実施主体　伊丹市

12月4日～16日 加西市庁舎1階ロビー ・実施主体　加西市

12月7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

豊岡市本庁舎６階 ＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

西宮市役所
西宮市立中央公民館
若竹生活文化会館

男女共同参画センター

＊実施主体　西宮市
「啓発週間ポスター（政府作成）」の掲示

政府拉致問題対策本部

12月10日～12月16日

啓発資料

11月～12月

兵庫県28
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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

通年（8月～） 兵庫県ホームページ

・実施主体　兵庫県
・タイトル　北朝鮮当局による日本人拉致問題（令和元年8月開
設）
・掲載内容　拉致問題解説、啓発週間周知､啓発活動紹介等

11月～12月 丹波市ホームページ
・実施主体　丹波市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、パネル展の案内

11月～3月 芦屋市ホームページ
・実施主体　芦屋市
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

11月下旬～12月 加西市公式ウェブサイト内
・実施主体　加西市
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項、パネル展の開催、法
務省啓発ページへのリンク

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

　

加古川市ホームページ
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項の掲載
・実施主体　兵庫県加古川市

西宮市ホームページ
＊実施主体　西宮市
・西宮市ホームページに啓発週間の記事、ポスター画像を掲載。内閣官
房、拉致問題対策本部、法務省ホームページへのリンク設定

内閣官房拉致問題対策本部
法務省人権擁護局

啓発週間
川西市人権推進課

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

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 　　　 2,230部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発事項

　

11月～12月 丹波市広報誌
・実施主体　丹波市
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、パネル展の案内

12月10日～12月16日

広報誌

ホームページ

兵庫県28
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11・12・2月 兵庫県（県域）

・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」
　　　　　　11月号、12月号、２月号
・発行部数　毎月28,500部
・掲載内容　啓発週間周知、日本ﾌﾞﾙｰﾘﾎﾞﾝの会寄稿、ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲ
ﾀｰBOROさんｲﾝﾀﾋﾞｭｰ、情報提供依頼(県警)

12月 兵庫県（県域）

・実施主体　兵庫県
・発行物　　県民だよりＨｙｏｇｏ　12月号
・発行部数　全世帯（約2百万世帯）
・掲載内容　啓発週間周知

加西市内

・実施主体　加西市
・配布物 　 広報かさい（12月号）
・配布数 　 約15,300部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、パネル展の開催

-
・当問題に関する資料を兵庫県人権推進課より提供を受け理解促
進に係る記事を掲載

兵庫県人権推進課

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 　　　広報じんけん
・配布数 　　　70,000部

12月15日 三田市内
・実施主体　　三田市
・配布物　広報誌伸びゆく三田「人権さんだ」
　（12月15号） /内容 啓発週間の趣旨，啓発事項

1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

新聞、テレビ、
ケーブルテレビ、ラジオ

12月12日 三田市内

＊広く拉致問題についての関心と認識を深めるため,すまいる人権
の人権さんだのコーナー番組で啓発週間のＰＲ活動を実施
・FMさんだ（ハニーＦＭ）
・放送日12月12日　放送時間15：10から15：40

12月

広報誌

兵庫県28
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月9日～14日 FM805たんば

・実施主体　丹波市
・放送内容　啓発週間の趣旨、拉致問題、市内行方不明者の情
報、パネル展の案内
・放送回数　６回

12・3月 兵庫県（県域）

・実施主体　兵庫県(公財)兵庫県人権啓発協会
・番組名　　ラジオ関西ハートフル・フィーリング
　　　　　　12月10日、3月24日放送
・放送内容　啓発週間周知、日本ブルーリボンの会寄稿、シン
ガーソングライターＢＯＲＯさんインタビュー、情報提供依頼(県
警)

電光掲示板 12月2日～12月16日 三田市役所１階ロビー
・実施主体　　兵庫県警察本部
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知・撤廃

　

懸け垂れ幕等 12月10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

12月10日 尼崎市庁舎
・実施主体　　尼崎市
・放送時間帯　9:30
・回数　　　　1回

12月10日～16日 伊丹市庁舎 ＊啓発メッセージの放送

通年 庁内等 ＊県職員にブルーリボンバッジを配布、着用を求める

12月10日～16日 尼崎市内
＊啓発週間中における市長、副市長、市の幹部職員、
　所管課職員のブルーリボンバッジの着用
・実施主体　尼崎市

通年
兵庫県庁１、２、３号館

各ロビー（神戸市）

・実施主体　　兵庫県
・実施内容　　県民向けにブルーリボンの配布、
　着用の呼びかけ

新聞、テレビ、
ケーブルテレビ、ラジオ

ブルーリボンバッジの着用

館内放送

兵庫県28
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

7月13日 たけまるホール

・実施主体　生駒市
・講師　北朝鮮拉致被害者・蓮池　薫氏
・演題　「夢と絆～24年間拉致されていた事実」
・参加人員　1,400名

2月24日 奈良春日野国際フォーラム

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、政府拉致問題対策本部
と共催で「拉致問題を考える国民の集い」を実施。
・実施主体　奈良県

ＤＶＤ上映会、講演会 12月10日～12月15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

12月2日～12月6日 県庁舎

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

　

43807 奈良市学園前ホール
ホワイエ
北朝鮮による日本人拉致問題についての啓発パネルの展示。
・実施主体　奈良市

10月5日 三郷町文化センター

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、ヒューマンフェスティバル
でのパネル展示により周知・広報。
・実施主体　奈良県

12月10日～12月16日

・かしはら万葉ホール
多目的ロビー

・橿原市役所分庁舎
市民交流広場

・展示内容　拉致被害者問題に関する写真・ポスター
・配布物　　 北朝鮮人権侵害啓発週間のチラシ及びパンフレット（2種
類）
・実施主体　橿原市

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）

11月～12月 市庁舎
啓発週間ポスター・リーフレットの掲示・配布。
・実施主体　宇陀市

12月 市庁舎
「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、市庁舎及び市内各施設等にも設置。
・実施主体　天理市

奈良人権擁護委員協議会第4部会

啓発資料

講演会・集会

パネル・写真展示

 29 奈良県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

通年 生駒市ホームページ
・掲載内容　啓発週間の趣旨
・実施主体　生駒市

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

通年 奈良市ホームページ
北朝鮮による日本人拉致問題について、市ホームページにて広報啓
発。
・実施主体　奈良市

ホームページ
新聞・テレビ・ケーブルテレ

ビ・ラジオ
11月～12月 村内

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、ホー
ムページ及びCATVを媒体として周知・広報を実施する。
・実施主体　御杖村

12月 村内
・配布物　広報ひがしよしの（１２月号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
配布数　1,200部　　・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　東吉野村

12月 市内

・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
・実施主体　天理市

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

11月29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10日～16日 村内
・放送時間帯　随時　　・回数　10回以上
・放送局　自治体放送
・実施主体　東吉野村

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　11か所

新聞・テレビ・ケーブルテレ
ビ・ラジオ

ホームページ

広報誌

29 奈良県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

パネル・写真展示
啓発資料

11月2日～11月4日 橋本市教育文化会館
・人権啓発資料の展示、自由配布の一部として冊子配布
・実施主体　橋本市人権啓発推進委員会
・冊子配布枚数5枚

通年 和歌山県庁舎
・拉致関係ポスターの掲示
・実施主体　和歌山県

　

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

12月 県内
・北朝鮮人権問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　和歌山県・県内市町村

12月10日～12月16日
紀美野町役場本庁舎、支所及び

福祉センター内
・啓発週間ポスター（国作成）を掲出
・実施主体　紀美野町

１２月９日～１２月１７日 海南市庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター
・実施主体　海南市
・ポスター掲示枚数　１枚

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

通年 日高町役場庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　日高町

通年 北山村役場
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　北山村

ホームページ 通年 県内
・拉致問題への関心と認識を深めるため、県国際課ホームページに情
報を掲示
・実施主体　和歌山県

12月 県内
・「県民の友」（12月号）に記事を掲載
・実施主体　和歌山県
・発行部数405,000部

12月 岩出市内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知内容を広報紙に掲載
・実施主体　岩出市
・広報いわで（12月号）配布数　23,600部

新聞、テレビ、ケーブルテレ
ビ、ラジオ

11月25日～12月15日 県内
・ラジオにより北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発
・実施主体　和歌山県

和歌山放送

広報誌

和歌山県30

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月4日 米子コンベンションセンター

政府等との共催により、県民を対象に、つどいを開催
・阿部雅美氏（元産経新聞社会部記者）による講演
　「拉致取材40年～追い続けた真実～」
・県内拉致被害者御家族の訴え
・政府制作DVD「御家族ビデオメッセージ」上映
・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

12月15日 鳥取市民会館

鳥取県人権擁護委員連合会主催の「拉致問題を考える講演会とコン
サートの集い」において、集会開始前に、会場のホワイエにてＤＶＤ「拉
致被害者ご家族ビデオメッセージ」を上映
講演：蓮池　薫氏

全国人権擁護委員連合会
法務省・鳥取県ほか

令和2年1月18日 鳥取県立図書館

特に若年層を中心に拉致問題への関心を高めるため、アニメを活用し
たＤＶＤ「アニメめぐみ」及び「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」の上
映会を開催
　・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）

通年
地域公民館等

県内７か所

北朝鮮による拉致問題について、広く県民に理解していただくため、地
区公民館、各団体等が開催する学習会等へ講師を派遣するなどの協
力を実施するとともに、署名活動への協力を依頼
・実施主体　日本労働組合総連合会鳥取県連合会ほか７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
体境港市立誠道小学校・ 北栄町立北条中学校

鳥取県教育委員会人権教育課

署名活動 通年
人権局

県庁総合受付
各総合事務所

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

北朝鮮に拉致された日本人を救出するため
の鳥取の会

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

10月～12月 人権文化センター等
県内３か所

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

人権文化センター、用瀬人権文化センター、
北栄町人権文化センター

学習会

講演会・集会
ＤＶＤ上映会

署名活動
パネル・写真展示

31 鳥取県

　啓発資料



93 / 156 ページ

【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

ホームページ 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

新聞・テレビ・ケーブルテレ
ビ・ラジオ

10月27日
県内地方紙

（日本海新聞）
県民へ拉致問題への関心を高めるため、拉致を初めて報道した記者で
ある講師について紹介し、「国民のつどい」の開催を周知

ブルーリボンバッジの着用 ４月 県庁及び地方機関

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

31 鳥取県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

10月27日 島根県民会館（松江市）
・アニメ「めぐみ」及び「拉致被害者ご家族ビデオメッセージ」の上映会
・実施主体　　政府拉致問題対策本部、島根県

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

12月3日～10日 益田市人権センター
・アニメ「めぐみ」上映（「いのち・愛・人権」展）
・実施主体　　益田市

益田ひろみさんをさがす会

街頭啓発活動 12月4日
フーズマーケットホック
プラーナ店（安来市）

・人権週間、北朝鮮人権侵害問題啓発のチラシの配布
・実施主体　　松江人権擁護委員協議会安来支部
・チラシ配布部数　200枚

12月10日～16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10日～12月16日 江津市役所庁舎
・政府認定の拉致被害者及び特定失踪者の写真や資料の展示
・実施主体　　島根県（江津市）

12月12日～12月18日 益田市人権センター
・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（益田市）

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
・配布部数　　70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　　島根県（出雲市）

随時 川本町役場庁舎
・北朝鮮人権侵害問題ポスターの掲示及
・実施主体　　島根県（川本町）

10月 益田市内各公民館２０館
・アニメ「めぐみ」及び「拉致被害者ご家族ビデオメッセージ」上映会のチ
ラシ配布
・実施主体　　島根県（益田市）

市内各公民館

12月3日～12月27日 浜田市役所庁舎
・北朝鮮人権問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　島根県（浜田市）

12月上旬
奥出雲町役場

（仁多庁舎・横田庁舎）
町内9地区公民館

・北朝鮮人権問題啓発ポスターの掲示
・実施主体　　島根県（奥出雲町）

12月10日～12月16日 江津市役所庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
・実施主体　　島根県（江津市）
・チラシ配布部数　20枚

32 島根県

ＤＶＤ上映会

パネル・写真展示

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月10日～12月16日
安来市役所庁舎、広瀬庁舎、伯

太庁舎

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　島根県（安来市）
・掲示枚数　　5枚

12月10日～3月31日 西ノ島町役場本庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　島根県（西ノ島町）

12月14日
チェリヴァホール

（雲南市）
・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（雲南市）

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

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

広報誌
12月

（令和元年12月号）
益田市全戸へ配布

・「広報ますだ」での、人権センターだよりに「いのち・愛・人権」展につい
て掲載。益田ひろみさんをさがす会による、特定失踪者と拉致問題の
コーナーを紹介
・実施主体　　島根県（益田市）

益田ひろみさんをさがす会

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

1月19日
安来市総合文化ホール

アルテピア

・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　参加
者　270人
・主催　内閣官房拉致問題対策本部事務局

後援　特定失踪者問題調査会
協力　安来市

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

　

浜田市役所庁舎
市幹部職員にブルーリボンを配布し、着用
・実施主体　　島根県（浜田市）

出雲市役所庁舎
市幹部職員にブルーリボンを配布し、着用
・実施主体　　島根県（出雲市）

江津市役所庁舎
ブルーリボンの配布、職員の着用
・実施主体　　島根県（江津市）

12月12日～12月18日 益田市人権センター
ブルーリボンの配布
・実施主体　　島根県（益田市）

12月12日～12月16日 雲南市役所庁舎
ブルーリボンの配布、職員及び市議会有志の着用
・実施主体　　島根県（雲南市）

12月10日～12月27日 西ノ島町役場本庁舎
ブルーリボンバッジの着用（職員、町議）
・実施主体　　島根県（西ノ島町）

12月10日～12月16日

32 島根県

啓発資料

ホームページ

新聞、テレビ、ケーブルテレ
ビ、ラジオ

ブルーリボンバッジの着用
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

Facebook 12月 島根県公式Facebook
・表示内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　島根県

その他 12月3日～12月10日 益田市人権センター
・「いのち・愛・人権」展において、対面での説明や対話、ノートへの自由
記載
・実施主体　　島根県（益田市）

32 島根県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

人権啓発イベントでの啓発
（街頭啓発活動）

12月7日
さん太ホール
（岡山市内）

人権啓発フェスティバル会場内でポスターの掲示及びパンフレット等の
配布を行う。（約200名）
・実施主体　　岡山県

岡山県教育委員会
岡山県人権啓発活動ネットワーク協議会

県民室ディスプレイによる
ビデオ放映
（啓発資料）

12月10日～12月16日
（土日を除く）

県庁1階県民室
（岡山市内）

一般県民への広報用に設置している大型ディスプレイで「アニメ　めぐ
み」の放映を行った。

啓発資料による周知・広報
（啓発資料）

11月～12月 岡山県内
庁舎内等に啓発週間ポスターを掲出する。
・実施主体　　岡山県及び市町村

県ホームページによる周知・
広報

（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

ラジオ等による周知・広報
（新聞、テレビ、ケーブルテレ

ビ、ラジオ）
12月6日～12日 岡山県内

地元民放ラジオ及びＮＨＫデータ放送を媒体として周知・広報を実施し
た。
・実施主体　　岡山県

電光掲示板による掲示
（電光掲示板、動画広告モニ

ター）
12月10日～12月16日

備中県民局入口
（倉敷市内）

「12月10日から16日は北朝鮮拉致問題啓発週間です」を電光掲示板で
表示した。

人権情報コーナーでの啓発
（図書コーナー）

通年
県の施設や公立図書館、

公民館など公共施設
県内202箇所

「人権情報コーナー」（人権啓発パンフレット等を専用に設置）に北朝鮮
による日本人拉致問題パンフレットを設置
・実施主体　　岡山県

議会等でのブルーリボン
バッジの着用

（ブルーリボンバッジの着
用）

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。

岡山県33
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講習会・集会
ＤＶＤ上映会

啓発資料
ブルーリボンバッジの着用

12月7日，8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2019」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」の上映及び小冊子及
びブルーリボンシールを配付
・実施主体　広島県

　

令和2年2月22日 坂町立町民交流センター
ドキュメンタリー映画「めぐみー引き裂かれた家族の３０年」上
映

内閣官房拉致問題対策本部、
広島県

10月27日
11月10日
11月17日

福山市人権平和資料館

＊実施主体　福山市
・映画会　アニメ「めぐみ」「『ただいま』の声を聴くために」
「横田滋さん，早紀江さんの思い」
・参加人数　82人（3日間）

パネル・写真展示
ブルーリボンバッジの着用

12月10日～16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
・実施主体　広島県

10月10日～１1月24日 福山市人権平和資料館
＊実施主体　福山市
・企画展 　「横田めぐみちゃんと家族のメッセ―ジ」
・参加人数　3,960人

令和元年12月2日～12月7
日

廿日市市役所
＊拉致問題に関するパネル展示
・実施主体　廿日市市

広島県

　11月26日～12月16日　 竹原市内
＊啓発週間ポスター（内閣官房拉致問題対策本部作成）を掲出
・実施主体　広島法務局及び竹原市
・配布部数　18部

　

11月30日～12月14日 大竹市内
＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」ポスター及び関連行事のチラ
シを掲示
・実施主体（大竹市）

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

10月～11月 福山市内

・実施主体　　福山市
・配布物　    人権資料館だより第２６２号
・配布数　　　6000枚
・配布場所　　公民館，コミュニティセンター・館，学校等

12月8日 福山市人権交流センター

・事業主体　　福山市
・配布物　 　 広島県人権だより
・配布数   　 400枚
・対 象   　　市民

ＤＶＤ上映会

パネル・写真展示

啓発資料

　
34

　
広島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

　11月23日～12月10日 竹原市内
＊人権週間啓発チラシに強調事項として盛り込み配布
・実施主体　竹原市
・配布部数　約9,000枚

竹原市教育委員会

　11月下旬～12月

三次市・三次市庁舎，7支所
・各住民自治組織（19コミュニ
ティセンター）
・みよしまちづくりセンター
・三次市福祉保健センター
・市内ショッピングセンター
（2か所）

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出及び各施設へ掲出
依頼
・実施主体（法務局⇒三次市）

12月 海田町役場庁舎内
＊啓発週間ポスターを掲示
・実施主体　広島県及び海田町
・実施内容　啓発ポスターを役場庁舎内に掲示

12月2日～12月16日 三原市内公共施設
＊啓発週間ポスターの掲示（大小２枚）
・実施主体　広島法務局

広島法務局尾道支局

12月3日～12月17日 尾道市内各公共施設 ＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示 広島法務局

令和元年12月7日 はつかいち文化ホール
＊人権フェスタ2019会場において、啓発リーフレットを配布
・実施主体　廿日市市

神石高原町本支所庁舎 ＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

東広島市庁舎
＊ポスターの掲示
・実施主体　広島県（東広島市）

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

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

12月10日～12月16日

啓発資料

34 広島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月～12月 県内
＊広報誌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　　3,125部
・掲載内容　啓発事項

新聞・テレビ
ケーブルテレビ・ラジオ

12月１日～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

世羅警察署

電光掲示板
動画広告モニター

12月10日～12月16日 東広島市庁舎
＊電光掲示板表示
・実施主体／広島県（東広島市）

懸け垂れ幕等
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 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
・実施主体　広島県

広報誌

12月

34 広島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会・集会
12月7日

菊川ふれあい会館
（下関市）

＊下関市人権フェスティバルにおいて、「北朝鮮に拉致された日
本人を救出する山口の会」がＰＲする時間を設定
・実施主体　下関市

救う会山口下関支部・下関市議会拉致議連

12月7日
菊川ふれあい会館

（下関市）

＊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
を実施
・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

12月10日～12月16日 下関市内各公民館等
＊アニメ「めぐみ」、「拉致～許されざる行為～北朝鮮による日
本人の拉致の悲劇」の上映
・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

ＤＶＤ上映会
パネル・写真展示

12月10日～12月16日
山口県庁１階

エントランスホール

＊展示スペースにおいて、拉致問題・拉致被害者等に関するパネ
ル等の展示、アニメ「めぐみ」の上映
・実施主体　山口県

パネル・写真展示 12月10日～12月16日 岩国市庁内
＊政府拉致問題対策本部事務局原稿の拉致問題啓発パネルの展示
を実施
・実施主体　岩国市

岩国警察署

11月～12月
県庁舎

（本庁・出先事務所）
＊ポスター掲出により拉致問題の周知・広報活動
・実施主体　山口県

11月～12月 県内各市町庁舎等
＊ポスター掲出により拉致問題の周知・広報活動
・実施主体　山口県内各市町

12月 下松市ホームページ
＊一人ひとりが北朝鮮による人権侵害問題に対する認識を深める
よう、ホームページにて掲載
・実施主体　下松市

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を実施
・実施主体　下関市

山口県警察本部警備部外事課

山口県ホームページ
＊拉致問題について、県ホームページにより普及啓発を実施
・実施主体　山口県

ホームページ

通年

ＤＶＤ上映会

啓発資料

35 山口県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月4日 県内
＊ラジオのスポットＣＭにより啓発週間の周知・広報活動
・実施主体　山口県   ・放送時間帯　18：10～18：15
・回数　１回

　

12月10日～12月16日 岩国市庁内
＊政府拉致問題対策本部事務局作成の拉致問題啓発ＣＭ（60秒）
を繰り返し上映
・実施主体　岩国市

岩国警察署

岩国市庁舎前
＊啓発週間の広報を掲出（大型ビジョンの不具合のため、今年度
は文字広報のみ実施）
・実施主体　岩国市

岩国警察署

太陽光インフォメーション
（県内）

＊電光掲示板により啓発週間の周知・広報活動
・実施主体　山口県

ブルーリボンバッジの着用 11月27日～12月13日 県内
＊ブルーリボンバッジを県幹部職員が着用することにより普及啓
発活動の実施
・実施主体　山口県

12月10日～12月16日

35 山口県

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
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

演劇公演・コンサート 令和2年1月28日
阿波市交流防災拠点施設

アエルワホール

＊拉致問題啓発舞台劇公演「めぐみへの誓い－奪還－」
・実施主体：内閣官房，徳島県，阿波市
・参加者：約570名

講演会・集会 令和2年2月17日 あわぎんホール

＊人権を考える市民のつどい（講演会）
　「『夢と絆』～拉致の真相と問題解決への道～」
・講師：新潟産業大学経済学部准教授　蓮池　薫
・実施主体：徳島市

徳島市教育委員会
徳島市人権教育・啓発推進協議会

街頭啓発活動 令和元年12月6日 キョーエイ鳴門駅前店
＊街頭にてチラシの配布
・配布部数：200枚
・実施主体：鳴門市

鳴門警察署

令和元年12月10日
～12月16日

藍住町合同庁舎
１階ホール

＊拉致問題に関するパネルの展示
・実施主体：藍住町

令和元年12月15日
美馬市地域交流センター

ミライズ
＊拉致問題に関するパネル展の実施
・実施主体：徳島県

令和元年12月10日
～12月17日

徳島県庁１階
県民ホール

＊拉致問題に関するパネル展の実施
・実施主体：徳島県

令和元年11月20日
～12月16日

阿波市庁舎
及び４隣保館

＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター」の掲示
・実施主体：阿波市

令和元年11月25日
～12月16日

美波町役場本庁舎他
＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター」の掲示
・実施主体：美波町

令和元年12月9日
～令和2年1月28日

三好市本庁舎
及び各支所

＊拉致問題啓発舞台劇公演「めぐみへの誓い－奪還－」
・チラシ配布及びポスター掲示
・実施主体：三好市

パネル・写真展示

啓発資料

36 徳島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

鳴門市庁舎
＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター」の掲示
・及びチラシの配布
・実施主体：鳴門市

那賀町役場庁舎
＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター」の掲示
・及びチラシの配布
・実施主体：那賀町

藍住町合同庁舎
１階ホール

＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター」の掲示
　拉致問題啓発舞台劇公演「めぐみへの誓い－奪還－」
・チラシ配布及びポスター掲示
・実施主体：藍住町

令和2年2月10日
～2月17日

徳島市役所本庁
出先機関

あわぎんホール

＊ポスターの掲示，チラシ・レジュメの配布
・ポスター：350枚，チラシ：400枚，レジュメ：700枚
・実施主体：徳島市

徳島市教育委員会
徳島市人権教育・啓発推進協議会

ホームページ
令和元年12月
～令和2年1月

県ホームページ
＊県ホームページにて，啓発週間やパネル展の周知・広報
・実施主体：徳島県

広報誌 令和元年9月 阿南市全戸配布
＊広報あなん9月号の人権・啓発コーナー「ひまわり」に「どうす
る、拉致問題」（Ａ４、１ページ）を掲載
・実施主体：阿南市

執筆者：北朝鮮人権人道ネットワーク
代表　陶久敏郎さん

徳島県

令和元年12月10日
～12月16日

啓発資料

36
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講習会・集会
パネル・写真展示

ＤＶＤ上映会
啓発資料

11月30日
サンポート高松

（高松市）

＊広く同和問題についての関心と認識を深めるため，人権啓発を
目的としたイベント「じんけんフェスタ２０１９」において，下
記の啓発活動を実施
・実施内容
　○パネルの展示
　○拉致問題啓発パンフレット等の配布
　〇拉致被害者家族のメッセージDVD上映

〔主催・共催〕香川県，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

講演会・集会
署名活動

1月13日
JRホテルクレメント高松他

（高松市）

＊「拉致問題を考える国民の集いin香川」を開催
・実施内容
　○　署名活動
　○　基調報告
　○　拉致被害者御家族による訴え
　○　特定失踪者御家族による訴え
　○　講演
　〇　参加人数　約600名

〔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

通年 丸亀市庁舎 ＊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

11月19日～12月10日 三豊市庁舎
＊政府主催国際シンポジウム チラシの配布
・チラシ配布　10枚

12月上旬～１月上旬 県の各機関及び県内市町等
＊「拉致問題を考える国民の集いin香川」について周知
・配布数　ポスター　約300部、チラシ　約6,000部

12月3日～12月16日 　善通寺市役所庁舎 ＊北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示

12月9日～1月13日 坂出合同庁舎
＊政府、香川県、香川県議会主催による国民の集いのポスターお
よびチラシ掲示

小豆島町役場　窓口 ＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

三木町役場人権推進室
白山文化センター
平木文化センター

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示

啓発資料

37 香川県

12月10日～12月16日
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月10日～1月10日 まんのう町庁舎 ＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

12月10日～12月16日

観音寺市庁舎
大野原支所
豊浜支所
伊吹支所

ふれあい文化センター

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布

12月11日～1月13日 宇多津町庁舎
＊「拉致問題を考える国民の集いｉｎ香川」のポスター・チラシ
の掲示

12月11日～12月20日 三豊市庁舎
＊拉致問題を考える国民の集いin香川のポスター掲示及びチラシ
の配布
・ポスター掲示１枚　チラシ配布　30枚

12月13日～1月10日 高松市庁舎
＊「拉致問題を考える国民の集いin香川」のポスター掲示及びチ
ラシ設置

12月 坂出市 ＊市の広報誌に北朝鮮人権侵害問題啓発週間を掲載

12月下旬 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　「拉致問題を考える国民の集いin香川」の周知

12月号 ― ＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発

香川県

広報誌

啓発資料

37
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月11日
愛媛県庁第二別館

大会議室

＊「拉致問題を考える研修会」
・実施主体　愛媛県
・講師
  〇 政府拉致問題対策本部事務局
　　   総務・拉致被害者等支援室
         参事官補佐　 堀内　弘氏
　〇気象予報士・女優　半井　小絵氏
・参加者数　　約280名

救う会愛媛
愛媛拉致議連

11月28日
西条市中央公民館

多目的ホール

＊「市民大学人権・同和教育講座」
・実施主体　西条市
・講師　救う会愛媛　幹事　大政　悦子氏

ＤＶＤ上映会 10月5日 今治市公会堂
＊今治市人権啓発フェスティバル時に、アニメ「めぐみ」を上映
・実施主体　　今治市　・参加者数　　800名

今治市教育委員会
今治市人権教育協議会
愛媛県人権対策協議会今治支部

12月8日 松山市駅前・大街道
＊啓発用チラシ・パンフレットを入れたエコバッグを通行人に配
布する街頭啓発活動を実施
・実施主体　松山市　　・配布数　1,000部

松山市人権教育推進協議会
ほか

10月19日 大街道商店街
＊「みんなの生活展」において商店街の通行人に啓発資料を配布
・実施主体　松山市　・チラシ配布部数　500部

みんなの生活展実行委員会

12月17日 松野町隣保館
＊人権学習会において拉致問題を題材に実施
・実施主体　松野町

松野町隣保館
森の国ふれあいセンター

12月 松山市内各集会所
＊特別養護老人ホーム利用者「人権学習会」で拉致問題をテーマ
に実施
・実施主体　松山市　・参加者数　75名

特別養護老人ホーム姫ヶ浜荘

署名活動
パネル展示

7月21日
松山市総合コミュニティセン

ター

＊松山市人権啓発フェスティバル２０１９においてパネル展示及
び署名活動を実施
・実施主体　松山市　・来場者数　約690名

松山市人権教育推進協議会
救う会愛媛

署名活動 4月13日～4月14日 ウエルピア伊予

＊「いよし花まつり」において「大政由美さんの行方不明の真相
究明を求める連絡会」による署名活動を実施
・合わせて拉致関係ポスターの掲示及びチラシの配布を実施
・実施主体　伊予市　・チラシ配布部数　約100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

学習会

38

街頭啓発活動

講演会・集会
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

9月23日 伊予市なかやま栗の里公園

＊「なかやま栗祭り」において「大政由美さんの行方不明の真相
究明を求める連絡会」による署名活動を実施
・合わせて拉致関係ポスターの掲示及びチラシの配布を実施
・実施主体　伊予市  ・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

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」において「大政由美さんの行方不明の真
相究明を求める連絡会」による署名活動を実施
・合わせて拉致関係ポスターの掲示及びチラシの配布を実施
・実施主体　伊予市　・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10日 伊予市双海地域事務所

＊「上灘公民館祭り」において「大政由美さんの行方不明の真相
究明を求める連絡会」による署名活動を実施
・合わせて拉致関係ポスターの掲示及びチラシの配布を実施
・実施主体　伊予市　・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

12月 10日～12月16日
伊予市役所多目的スペース
伊予市中山地域事務所ロビー
伊予市双海地域事務所ロビー

＊ポスター及び拉致問題の概要説明等のパネル、特定失踪者大政
由美さんのパネル及び署名活動写真の展示を実施
・伊予市役所多目的スペースでは、拉致問題関係ＤＶＤも上映
・実施主体　伊予市

大政由美さんの行方不明の真相究明を求め
る連絡会

12月９日～12月13日 愛媛県庁第一別館ロビー
＊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、拉致問題啓発ＤＶＤ放映等
・実施主体　　愛媛県

2月8日 中島総合文化センター
＊中島地区社会福祉大会においてパネル展示と啓発資料を設置
・実施主体　松山市　・来場者数　約300名

中島地区社会福祉協議会

５月・11月 松山市内各公民館
＊文化祭等におけるパネル展示で、啓発ポスターを掲示しチラ
シ・パンフレットを設置、配布
・実施主体　松山市　・来場者数　約2,270名

松山市内公民館

パネル・写真展示 6月3日～6月28日 （株）伊予銀行中島支店
＊銀行の店内においてパネル展示を実施
・実施主体　松山市　・来店者数　約700名

（株）伊予銀行

署名活動

38 愛媛県

パネル・写真展示
ＤＶＤ放映（常時）

パネル・写真展示
啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

通年
所管する10か所のふれあいセン

ター
＊館内に拉致問題に関するポスター・パンフレットを常時設置
・実施主体　松山市

中島地区社会福祉協議会

4月～１２月 松山市内一円

＊松山市が作成している人権啓発カレンダー（2019年版）に北朝
鮮人権侵害問題啓発週間を記載し、配布
・実施主体　松山市
・配布数　41,000部

松山市人権教育推進協議会

5月17日・10月18日
スーパートミナガ

（健康相談会場隣接）

＊健康相談会場の隣で、相談者に啓発資料を配布
・実施主体　松山市
・配布者数　75名

地域包括支援センター中島

１０月～１２月 東温市役所
＊ポスターの掲示
・実施主体　東温市

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
・実施主体　鬼北町

愛南町役場本庁舎
＊リーフレットの配布
・実施主体　愛南町
・配布部数　20部

内子町役場住民課　窓口
＊ポスター掲示及び啓発チラシの配布
・実施主体　内子町

各自治センター
福祉館

宇和島市内
＊啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシ
　ポスターを配布
・実施主体　宇和島市

上島町庁舎
＊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　上島町
・チラシ配布部数　40部

西条市庁舎
（本庁、各総合支所）

＊北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示
・実施主体：西条市

砥部町役場
＊啓発週間ポスターを掲示
・実施主体　砥部町

松山市内
＊松山市庁舎、ふれあいセンター、小中学校に啓発ポスター（法
務省作成）の掲示
・実施主体　松山市　・配布数　112部

松山市内小中学校

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
・実施主体　新居浜市

愛媛県

１１月～１２月

38

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

松野町役場本庁舎・支所
松野町隣保館

森の国ふれあいセンター

＊ポスターの掲示
・実施主体　松野町

松野町隣保館
森の国ふれあいセンター

愛媛県内

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター（法務省作成）
・国際シンポジウムポスター（内閣府作成）
・国際シンポジウムチラシ（内閣府作成）の配布・掲示
・実施主体　愛媛県及び県内市町

久万高原町内
＊啓発週間リーフレット、ポスターを配布し周知・広報
・実施主体　久万高原町

11月24日 四国中央市福祉会館
＊2019四国中央市人権のつどい」会場内の啓発ブースにおいて、
拉致問題啓発ポスターを掲示
・実施主体：四国中央市　・参加者数：約400名

四国中央市教育委員会
松山地方法務局四国中央支局
四国中央人権擁護委員協議会

12月 西予市役所
＊啓発週間ポスターの掲示
・実施主体：西予市

12月2日～12月6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（法務省作成）を掲示
・実施主体　新居浜市

12月5日～12月11日 今治市中央図書館
＊人権啓発パネル展開催時に、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　　今治市

12月13日
松山市北条コミュニティセン

ター

＊特設人権相談所を開設して、啓発ポスターを掲示し、チラシ・
パンフレットを設置、配布
・実施主体　松山市

松山地方法務局
松山人権擁護委員協議会

12月21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（法務省作
成）を掲示
・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

11月～12月

啓発資料

38 愛媛県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

通年 愛媛県ホームページ
＊愛媛県ホームページ上の常設ページで周知・啓発を実施
・実施主体　愛媛県

通年 東温市ホームページ
＊東温市ホームページに啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載
・実施主体　　東温市

11月末～12月 今治市ホームページ
＊今治市ホームページ上での周知・広報を実施
・実施主体　　今治市

大洲市新谷地区等配布
＊広報誌「大洲福祉会館だより」（12月号）に啓発週間の趣旨及
び啓発事項を掲載
・実施主体　大洲福祉会館  ・配布数　440部

久万高原町内等
＊広報紙「久万高原」11月号に啓発週間の趣旨を掲載
・実施主体　久万高原町  ・配布数　5,100部

伊予市内全戸配布
（自治会未加入世帯を除く）

＊伊予市出身の特定失踪者問題を伊予市広報誌に掲載
・実施主体　伊予市
・配布物　広報いよし12月号  ・配布数　約12,900部

四国中央市内

＊「広報 四国中央 12月号」の紙面において「北朝鮮人権侵害問
題啓発週間」と題した啓発記事を掲載
・実施主体：四国中央市
・参加者数：約39,000世帯（全世帯）

伊方町内
＊「広報いかた」（１２月号）で啓発週間を周知
・実施主体　伊方町  ・配布先　町内全戸

12月 今治市内
＊今治市広報誌を媒体とする周知・広報を実施
・実施主体　今治市
・配布物　広報誌「広報今治」 ・配布数　67,500部

新聞、テレビ、
ケーブルテレビ、ラジオ

12月 愛媛県内
＊県政広報ＦＭラジオ番組放送で啓発週間の趣旨を放送
・実施主体　愛媛県

Twitter ・Facebook 12月 ツイッター内
＊啓発広報のリツイートによる拡散広報
・実施主体　松野町

その他 12月 久万高原町内
＊防災行政無線により「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の趣旨を
周知
・実施主体　久万高原町

愛媛県

11月

12月号

広報誌

38

ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

通年 室戸市庁舎

＊北朝鮮人権侵害問題啓発のチラシの配布
・北朝鮮人権侵害問題啓発のリーフレットの配布
・実施主体　　高知県（室戸市）
・チラシ発行部数　4,000枚
・リーフレット発行部数　5,000枚

11月1日～1月31日 田野町庁舎
＊ポスターの掲示
・実施主体：高知県（田野町）

12月8日
高知市中央公園

（高知市）

＊第２３回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
・実施主体　　高知県
・配布部数　　約100部

（公財）高知県人権啓発センター

12月10日～16日
高知県庁本庁舎１・４・６Ｆ

など

＊啓発ポスタ－の掲出
・実施主体　　高知県
・掲載内容　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター

ホームページ 通年
高知県人権課
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

広報誌 12月上旬 県内全戸
＊実施主体　　高知県
・配布物 　　 広報紙「さんSUN高知」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨

列車、地下鉄、バス中吊り
広告

11月21日～12月10日
高知市内を走行する

路面電車内

＊実施主体　　高知県
・交通機関　　とさでん交通㈱
・広報台数　　1台

電子案内板 12月10日～16日
高知県庁正面玄関
及びフジグラン高知

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの画像を電子案内版で表
示
・実施主体　　高知県

その他 通年 高知県内の書店等
＊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日欄で啓発週間を表記することでの県民への周知
・実施主体　　高知県

啓発資料

40 高知県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月2日
朝倉地域生涯学習センター

朝倉文化ホール

＊「拉致問題を考えるみんなの集い」
・実施主体　　福岡県、朝倉市
・講師　　　　飯塚　耕一郎　氏
　　　　　（拉致被害者：田口八重子さんのご子息）
・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～
・啓発アニメ「めぐみ」上映
・協力団体活動報告
・参加人員　　約140名

北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡
の会

12月7日
サン・グレートみやこ

（みやこ町）

＊実施主体　　みやこ町
・講師　　　　荒木　和博
・演題　　　 「福岡県と北朝鮮拉致」

みやこ町教育委員会
みやこ町人権教育研究会

11月9日
大野城市東コミュニティセン

ター研修室1･2

＊実施主体　　大野城市
・演題　　「その命、見捨てますか？」
・講師　　　藤井　守人氏
　（北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会　代表）
・受講者数　　26名

11月28日
春日市内スーパー及び

　西鉄五条駅前

＊人権週間のチラシに啓発週間の内容を記載し、ソフトふきんと
あわせ配布（400枚）
・実施主体　　人権擁護委員、市
・参加人数　　人権擁護委員6人、県職員2人、市職員3人

人権擁護委員

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、人権週間リー
フレットの中に同週間の趣旨、啓発事項を掲載し配布
・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

うきは市内のスーパー5ヵ所

＊実施主体　　うきは市
・配布部数　　600部
・内容　人権週間及び障がい者週間とともに啓発チラシと物品を
配布

久留米人権擁護委員協議会うきは地区委員
会

12月2日 大牟田市内
＊啓発週間チラシを配布
・実施主体　　大牟田市
・配布部数　　1,200部

福岡県出先機関、人権擁護委員、大牟田市
議会、大牟田市教育委員会

12月3日 朝倉市内13か所
＊街頭啓発時に啓発チラシを配布
・実施主体　　朝倉市
・配布部数　　2,200部

福岡県

12月2日

講演会・集会

40

街頭啓発活動
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

パネル・写真展示
啓発資料

ブルーリボンバッジの着用
12月10日～12月16日 福岡県庁ロビー

＊実施主体　　福岡県
・拉致被害者写真パネルの展示
・チラシ、ブルーリボンの配布

協力：北朝鮮に拉致された日本人を救出す
る福岡の会

パネル・写真展示
啓発資料

ホームページ
Facebook,Twitter等

12月12日～12月16日
大野城まどかぴあ
ギャラリーモール

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展
・ポスターや関連資料等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）

11月12日～11月27日
 朝倉地域生涯学習センター

 エントランスホール
＊実施主体　　朝倉市
・展示内容　　拉致被害者に関するパネル

福岡県、北朝鮮に拉致された日本人を救出
する福岡の会

12月 糸島市人権センターロビー
＊実施主体　　糸島市
・内容　　北朝鮮人権侵害問題の概要等

12月8日
柳川市三橋

生涯学習センター
＊実施主体　　柳川市
・展示内容　　拉致被害者に関するパネル

久留米市人権啓発センター

12月10日～12月16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10日～12月16日 大川市庁内ロビー
＊広く同問題についての関心と認識を深める
　ため、パネル等を展示
・実施主体　　大川市

12月8日 るり色ふるさと館
＊実施主体　　うきは市
・ＤＶＤ「めぐみ」上映

12月10日～12月16日 福岡県庁ロビー
＊実施主体　　福岡県
アニメ「めぐみ」上映
パネル展と同時開催

桂川町人権センター
＊実施主体　桂川町
・ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」

川崎町立隣保館
＊実施主体　　川崎町
・ＤＶＤ「めぐみ」の放映

40 福岡県

12月10日～12月16日

パネル・写真展示

ＤＶＤ上映
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

10月
＊啓発週間及び関連行事のポスターを掲出し、チラシを配布し
た。（福岡県、福岡市製作分）
・実施主体　　福岡県及び県内市町村

＊啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを配布（法務省製
作分）
・実施主体　　福岡県及び県内市町村

＊啓発週間ポスターを掲出した。（政府拉致対策本部製作分）
・実施主体　　福岡県及び県内市町村

12月5日～12月12日 宗像ユリックス

＊人権問題啓発強調期間事業
・実施主体　　宗像市
・人権啓発作品展（ポスター・標語）の展示にあわせ、
　北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスターを掲示

12月7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　　　270名

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

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、人権週間リー
フレットの中に同週間の趣旨、啓発事項を掲載し配布
・実施主体　　遠賀町
・配布物 　　　人権週間リーフレット
・配布数 　　　8,260部

11月上旬
古賀市公共施設（16箇所）に設

置
＊2020年度人権カレンダー
・12月分に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を記載

12月10日 水巻町内

＊毎年配布する人権カレンダーに当該週間を掲載
・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

通年 福岡県ホームページ
＊実施主体　　福岡県
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、ブルーリボンの紹介、講演会、
パネル展の情報など

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

40 福岡県

福岡県内

11月～12月

啓発資料

ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

10月23日～１2月16日 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

11月～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

12月 筑後市ホームページ
＊実施主体　　筑後市
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

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

10月 福岡県内
＊実施主体　　福岡県
・配布物　　　新聞広告「福岡県からのお知らせ」（10月20日）
・掲載内容　　啓発週間、講演会

10月15日 朝倉市内
＊広報誌「広報あさくら」（10月15日号）に「拉致問題を考える
みんなの集い」のお知らせ記事を掲載

11月 糸島市内

＊実施主体　　糸島市
・配布物 　　 広報「いとしま」（11月15日号）
・配布数 　　 38,200部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、パネル展の周知

11月15日 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
・実施主体　　大川市
・配布物 　　 市報おおかわ(11月15日号)
・配布数 　　 13,410部

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
・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　　　42,000部

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　　　9,800部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発週間写真・パネル展案内

ホームページ

広報誌

40 福岡県

12月
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月 大牟田市内

＊実施主体　　大牟田市
・配布物 　　 広報紙「広報おおむた」（12月1日号）
・配布部数　　54,000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 　　 広報誌「広報みやま」（12月1日号）
・配布部数　　14,100部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

 「啓発資料による 周知・広報」
実施主体：　福岡県、柳川警察署

12月 那珂川市内

＊広報紙に同週間の趣旨、啓発事項を掲載
・実施主体　　那珂川市
・配布物 　　 広報紙「広報なかがわ」12月号
・配布数 　　 約19,000部

12月 小竹町内
＊実施主体　　小竹町
・配布物 　　 広報こたけ「ひまわりだより12月号」
・配布部数　　3,000部

12月 桂川町内

＊実施主体　　桂川町
・配布物　　  広報誌「広報けいせん」（12月号）
・配布数　　  5100部
・掲載内容　  啓発週間の趣旨，啓発事項

12月 大木町内

＊実施主体　　大木町
・配付物 　　 広報おおき（12月号）
・配付部数　　4,800部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月 苅田町内

＊実施主体　　苅田町
・配布物 　　「広報　かんだ」（12月10日号）
・配布部数　　11,800部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨・啓発事項

12月 吉富町内

＊広く同問題についての関心と認識を深めるため、広報紙に同週
間の趣旨・啓発事項を掲載
・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 宗像市内
＊配布物　広報紙「宗像タウンプレス」12月1日号
配布数　35,000
掲載内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間啓発事項

12月1日 田川市内
＊実施主体　　田川市
・配布物 　 　自治体広報誌「広報たがわ」
・配布数 　 　18,000部

40 福岡県

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月1日 小郡市内
＊各家庭に配布している広報誌に、啓発週間の案内を掲載
・配布物　「広報おごおり」１２月１日号
・配布数　市内世帯約22,000部

12月1日 うきは市内全戸

＊実施主体　 うきは市
・配付物 　　広報うきは
・配布部数　 11,100部
・掲載内容　 啓発週間の趣旨、啓発事項

12月１日～ 築上町内

＊人権センター便り「ひまわり」掲載
・週間の周知
・署名活動のご案内
・ブルーリボン運動の周知
・配布部数　7800部（全戸配布）

築城支所・築城人権センター・椎田人権セ
ンターでの署名

1月 大野城市内

＊市広報「大野城」にて周知・広報を実施
・実施主体　　大野城市
・配布物 　　 広報「大野城」
・配布部数　　44,435部

ラジオ 10月 福岡県内

＊実施主体　　福岡県
・放送日 　　　10月28日朝
・回数  　　　 1回
・放送局 　　　ＦＭ福岡
・放送内容　　 啓発週間、講演会

11月26日～12月10日
みやま市庁舎・山川支所、文化
施設まいピア高田、みやま市立

図書館

＊人権週間関連として設置
・実施主体　　みやま市
・文字　「みんなで築こう　人権の世紀」

12月10日～12月16日 福岡県庁 ＊実施主体：福岡県

ブルーリボン運動 12月9日～12月20日 築上町築城支所ロビー
＊2ｍのホワイトツリーにブルーリボンをかけてもらい、啓発に繋
げる

Facebook 10月11日
春日市男女共同参画センター

Facebook

＊Facebookで広く市民の関心と認識を深めるため啓発
・実施主体　春日市
・実施内容　啓発週間の趣旨・啓発活動及び講演会の案内

40
　

福岡県

広報誌

懸け垂れ幕等
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会
ＤＶＤ上映会

10月24日 武雄市文化会館

＊講演会、拉致被害者家族ビデオメッセージ上映、家族連絡会か
らのメッセージ
・実施主体　　佐賀県、武雄市
・参加人員　　100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 11月30日
佐賀市内大型商業施設及び佐賀

駅バスセンター

＊人権週間街頭啓発キャンペーン時における啓発チラシの配布
・実施主体　　佐賀市
・配布部数　　1,100部

・佐賀人権擁護委員協議会
・佐賀市社会人権・同和教育推進協議会
・運動団体
・北稜高校

パネル・写真展示
署名活動

12月7日 上峰町民センター
＊ふれあい人権フェスタ2019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、上峰町ほか　・参加人員　220人

佐賀地方法務局、佐賀県人権擁護委員連合
会、佐賀県教育委員会、上峰町教育委員
会、佐賀県人権啓発活動ネットワーク協議
会

パネル展示
ＤＶＤ上映

12月11日～12月15日 鳥栖市立図書館

＊実施主体　　鳥栖市
・展示内容　　拉致問題についてのパネル展示
・12月14日　ＤＶＤ上映/「めくみ」アニメ及び「拉致被害者ご家
族ビデオメッセージ」

通年
佐賀市保健福祉会館

（ほほえみ館）
＊啓発ポスターの掲示
・実施主体　　佐賀市

6月～10月 鹿島市生涯学習センター
＊北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター（国作成）の掲示
・実施主体　　鹿島市
・人権学習会・同和問題講演会の会場に掲示

7月 伊万里市内
＊配布物　人権教育・啓発基本方針第2次改訂概要版
・実施主体　　伊万里市
・配布部数　　21,000部（各戸配布）

市内施設等
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　伊万里市　・配布部数　20枚

佐賀地方法務局伊万里支局

神埼市役所
千代田支所
脊振支所

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　神埼市

吉野ヶ里町役場
三田川・東脊振庁舎

＊拉致問題に関するポスターの掲示
・実施主体　　吉野ヶ里町

　

有田町役場本庁
＊法務省作成啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　有田町

佐賀市庁舎・7支所
佐賀市内公民館　他

＊啓発ポスターの掲示
・実施主体　　佐賀市

佐賀県41

11月～12月

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月13日～12月28日 佐賀市立図書館本館
＊啓発ポスターを掲出及び啓発資料の展示
・人権啓発関係図書の展示
・実施主体　　佐賀市

・佐賀市立図書館本館

11月23日 メートプラザ佐賀
＊人権ふれあい講演会2019開催時に啓発ポスターを掲示
・実施主体　　佐賀市 ・佐賀市社会人権・同和教育推進協議会

11月27日～12月26日 佐賀駅バスセンター
＊啓発ポスターを掲出
・人権週間啓発広告の中で啓発活動年間強調事項として明示
・実施主体　　佐賀市

11月27日～12月27日 佐賀市内
＊カレンダー（佐賀市作成）を配布
・実施主体　　佐賀市
・配布部数　　8,000部

・佐賀・武雄人権啓発活動地域ネットワー
ク協議会

12月
鹿島市生涯学習センター

地区公民館

＊北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター（国作成）の掲示
・実施主体　　鹿島市
・公民館に掲示

12月1日～12月16日

 みやき町中原庁舎
 みやき町北茂安庁舎
 みやき町三根庁舎
 みやき町こすもす館

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・左場所欄に各一部ずつ
・実施主体　　みやき町

12月4日～12月16日 唐津市役所本庁舎
＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」ポスターの掲示
・実施主体　　唐津市

１月 地区公民館
＊北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター（国作成）の掲示
・実施主体　　鹿島市
・公民館に掲示

佐賀県ホームページ
＊講演会、集会、パネル展等イベント告知及び結果の掲載ほか啓
発事項
・実施主体　　佐賀県

伊万里市ホームページ ＊実施主体　　伊万里市

１２月 武雄市ホームページ
＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」についての記事を掲載
・実施主体　　武雄市

　

41 佐賀県

啓発資料

ホームページ

通年
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

県内
＊県民だより12月号に啓発記事を掲載
・実施主体　　佐賀県
・配布部数　　310,000部（各戸配布）

伊万里市内
＊配布物　広報伊万里12月号
・実施主体　　伊万里市
・配布部数　　21,000部（各戸配布）

　

１２月 広報武雄
＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」についての記事を掲載
・実施主体　　武雄市

12月 有田町内
＊広報誌「広報ありた」12月号にて啓発週間の周知、約7200部
・実施主体　　有田町

12月広報 上峰町内

＊法律により毎年12月10日～16日まで北朝鮮人権侵害問題啓発週
間とされていること
・拉致問題の概要
・実施主体　　上峰町

　

12月１日～12月31日 玄海町内
＊配布物　　広報誌「玄海12月号」
・配布数　　全戸1,530部
・実施主体　　玄海町

　

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

図書コーナー 11月28日～12月24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

広報誌

41 佐賀県

12月
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

ＤＶＤ上映会
パネル・写真展示

12月10日～12月12日 長崎県庁舎
＊拉致問題啓発パネル展の開催、アニメ「めぐみ」上映
・実施主体　　長崎県　・パネル掲示部数　10枚

11月15日 大島文化ホール
＊アニメ「めぐみ」及び「北朝鮮拉致被害者御家族ビデオメッ
セージ」上映会開催
・実施主体　　西海市　　・参加人数　　230名

政府拉致問題対策本部
長崎県拉致問題早期解決議員連盟
長崎県及西海市

12月1日 壱岐の島ホール
＊アニメ「めぐみ」・「北朝鮮拉致被害者御家族ビデオメッセー
ジ」上映会開催
・実施主体　　壱岐市　　・参加人数　　310名

政府拉致問題対策本部
長崎県拉致問題早期解決議員連盟
長崎県及び壱岐市

パネル・写真展示
啓発資料

10月27日 長崎県庁舎
＊国際交流フェスティバルにおける拉致問題啓発パネル展示、ア
ニメ「めぐみ」上映、啓発資料の配布
・実施主体　　長崎県

（公財）長崎県国際交流協会

街頭啓発活動
署名活動

12月11日 長崎市浜町アーケード
＊署名活動及び啓発資料の配布
・実施主体　　長崎県拉致問題早期解決議員連盟、長崎県
・署名　263筆、配布部数　700枚

署名活動 12月1日 壱岐の島ホール
＊アニメ上映会場での署名活動
・実施主体　　壱岐市　・署名　275筆

長崎県拉致問題早期解決議員連盟
長崎県　壱岐市　及び救う会

4月１日～3月31日 雲仙市庁舎
＊市役所玄関ホールにのぼり旗を設置
・実施主体　　雲仙市

　

4月1日～3月31日 新上五島町本庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　新上五島町

　

11月30日 五島市保健センター
＊人権フェスティバル時にポスターの掲示
・実施主体　　五島市

　

平戸市内全域
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　平戸市

壱岐市各庁舎・事務所等

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示、啓発週間チラシ
の配布
・実施主体　　壱岐市
・配布部数　　25部

11月13日～12月16日

長崎市役所本館ロビー
地域センター(19か所)
地区事務所（（6か所）

大型公民館(7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　　長崎市
・ポスター掲示枚数　33枚

12月

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

42 長崎県

ＤＶＤ上映会

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月
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
・実施主体　　五島市

12月中 西海市庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　西海市

松浦市庁内
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　松浦市

　

小値賀町役場庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　小値賀町

　

12月10日 平戸市内全域
＊防災行政無線にて、啓発週間の周知
・実施主体　　平戸市

平戸警察署

長崎市役所本館１階ロビー、地
域センター（中央を除く19箇
所）、地区事務所（6カ所）
大型公民館（6カ所）、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　　長崎市
・掲示枚数　　33枚

長崎地方法務局人権援護課

長崎市役所本館ロビー、長崎警
察署管内の地域センター（3カ
所）及び地区事務所（2カ所）

＊啓発週間チラシの配布
・実施主体　　長崎市
・配布枚数　　80枚

長崎警察署

長崎県庁舎、県議会
各振興局
地方機関

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示、拉致問題パンフ
レットの設置
・実施主体　　長崎県
・ポスター掲示部数　77部

長崎地方法務局人権援護課

大村市本庁庁舎
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
・実施主体　　大村市

　

対馬市内全域

＊音声放送による啓発週間及び拉致被害の現状を周知（期間中３
回）
・ケーブルテレビによる同内容の周知
  （期間１週間前から期間中毎日）
・実施主体　　対馬市

対馬南警察署
対馬北警察署

12月10日～12月16日

啓発資料

長崎県42

12月1日～12月16日

12月上旬～12月16日
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月10日～12月16日 南島原市役所庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　南島原市

　

長与町庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　長与町

　

波佐見町庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　波佐見町

　

通年 長崎県公式ホームページ
＊啓発イベント、啓発週間の告知等
・実施主体　　長崎県

4月１日～3月31日 雲仙市
＊雲仙市ホームページに北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての
記事を掲載
・実施主体　　雲仙市

11月～12月 佐世保市
＊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

広報誌 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
・実施主体　　佐世保市　・配布部数　　101,800部

　

電光掲示板・動画広告モニ
ター

12月10日～12月16日 長崎県庁舎
＊大型ビジョン、デジタルサイネージ等による啓発週間の周知
・実施主体　　長崎県

12月
諫早市男女共同参画推進

センター
＊のぼりを掲出
・実施主体　　諫早市

　

12月10日 県庁玄関前
＊横断幕掲揚
・実施主体　　長崎県拉致問題早期解決議員連盟、長崎県

館内放送 12月10日～14日 西海市内全域
＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知（放送回数　3回）
・実施主体　　西海市

西海警察署

啓発資料

42

ホームページ

懸け垂れ幕等

長崎県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会・集会、ブルーリボ
ンバッジの着用

12月7日 熊本県庁地下大会議室

＊県民の拉致問題に対する理解を一層深めるために開催
・実施主体　政府拉致問題対策本部、熊本県、
　熊本県議会、熊本県教育委員会
・講師　北朝鮮による拉致被害者家族連絡会事務局長
　横田拓也氏
・主催者挨拶　菅義偉内閣官房長官兼拉致問題担当大臣
・参加者数　約400名

北朝鮮に拉致された日本人を救う熊本県議
会議員の会、北朝鮮に拉致された日本人を
救出する熊本の会、熊本地方法務局

ＤＶＤ上映会 12月7日 熊本県庁地下大会議室
＊国民の集いの開会に先立ち、拉致被害者御家族ビデオメッセー
ジＤＶＤを上映
・実施主体　　熊本県

署名活動、ブルーリボン
バッジの着用

6月13日、11月17日 熊本市内
＊繁華街にて下記会の主催する街頭署名活動に県議員、県国際課
より参加
・実施主体　　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う熊本県議
会議員の会、熊本県　他

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
を設置
＊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

南阿蘇村役場庁舎内
＊ポスターを常時庁内に掲示
・実施主体　　南阿蘇村

阿蘇市役所庁舎内
＊ポスター掲示
・実施主体　　阿蘇市

宇城市庁舎
＊啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　　宇城市

嘉島町役場庁舎
＊ポスターを役場庁舎ロビーに掲出
・実施主体　　嘉島町

湯前町庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　法務省

五木村庁舎
＊啓発週間ポスターを掲示
・実施主体　　五木村

北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本
の会

11月11日～12月27日 宇土市仮設庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
・実施主体　　宇土市

通年

11月～12月

啓発資料

熊本県43
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

八代市役所鏡支所
＊啓発週間ポスターを掲示
・実施主体　　八代市

山江村庁舎
＊啓発ポスターの掲示
・実施主体　　山江村

菊陽町役場内
各教育集会所

＊啓発週間ポスターの掲示
・実施主体　　菊陽町

　御船町役場庁舎内
＊啓発週間ポスターを役場庁舎１階に掲示
・実施主体　　御船町

通年 熊本県HP
＊実施主体　　熊本県
・掲載内容　　拉致問題全般、啓発事項、松木薫さんに関する啓
発資料

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

12月10日～12月16日 水俣市ホームページ
＊「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の啓発
・実施主体　　水俣市

11月 菊陽町内

＊実施主体　　菊陽町
・配布物 　　「広報きくよう」（12月号）
・配布部数　　約4万部
・内容　　啓発週間の趣旨の紹介

12月 西原村内

＊実施主体　　西原村
・配布物 　　 広報誌「広報西原」（12月号）
・配布部数　　2,500部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

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 熊本県内（新聞）

＊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
・実施主体　熊本県
・掲載紙　熊本日日新聞すぱいす、熊本県人権情報誌コッコロ通
信

12月3日 FMやつしろ（ラジオ）

＊八代市のコミュニティFMであるFMやつしろにて市役所からのお
知らせを行うコーナーで拉致問題啓発週間について広報活動を実
施
・実施主体　　八代市

12月

12月10日～12月16日

43 熊本県

ホームページ

広報誌

新聞、テレビ、ケーブルテ
レビ、ラジオ

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

7月10日
大分県男女共同参画プラザ
「アイネス」２Ｆ大会議室

・実施主体　　大分県
＊ＤＶＤ 「被害者ご家族ビデオメッセージ」

12月10日～16日
中津市役所

１階市民ホール
・実施主体　　中津市
＊ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」

12月11日 豊後高田市隣保館内
・実施主体　　豊後高田市
＊ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」
・参加人数　　20名

街頭啓発活動 12月2日 大分市内中心部

＊当該問題について関心と認識を深めるため、街頭啓発活動にて
チラシを配布
・実施主体　　大分市・大分市教育委員会
・配布枚数　　約800枚

職員向け勉強会
（ユーチューブを視聴）

12月10日～12月16日
豊後高田市役所
庁内ネットワーク

＊ユーチューブで啓発アニメを視聴した。
・実施主体　　豊後高田市
・啓発アニメ「めぐみ」
　公益財団法人人権教育啓発推進センターの人権チャンネルから
の提供
・参加人数　　95名

10月21日～11月1日
佐伯市役所

本庁舎1階ロビー
＊横田めぐみさん拉致に関するパネルを展示
（参考：啓発週間外）

北朝鮮に拉致された日本人を救う大分の会

12月3日～12月20日
ホルトホール大分内
人権啓発センター

（ヒューレおおいた）

＊当該問題について市民の関心と認識を深めるためパネル展を実
施
・実施主体　　大分市
・設置枚数　　パネル39枚

12月3日～25日 杵築市役所本庁舎
＊人権・部落差別問題啓発パネル展においてパネル掲示
・実施主体　　　杵築市

12月10日～16日
中津市役所

１階市民ホール

・実施主体　　中津市
＊展示内容　　横田夫妻に関するパネル
　　　　　　　北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター

令和元年12月4日～
　令和元年12月16日

日田市役所
本庁舎1階ロビー

＊12月10日から16日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間にちなんだパ
ネル展
・「北朝鮮人権侵害問題啓発パネル」展示

ＤＶＤ上映会

パネル展・写真展示

44 大分県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月 杵築市内

＊人権フェスティバル案内チラシの裏面を利用し、啓発記事を掲
載のうえ配布
・実施主体　　　杵築市人権・同和教育推進協議会
・周知チラシ裏面に掲載　約2,300部（チラシ）

杵築市人権・同和教育推進協議会

11月 杵築市内

＊人権擁護委員協議会事業用チラシの裏面を利用させてもらい啓
発記事を掲載のうえ配布
・実施主体　　　杵築市
・周知チラシ裏面に掲載　約1,800部（チラシ）

杵築人権擁護委員協議会・
市内各公共施設

11月21日
11月30日

大分県内

＊ちらしを作成（大分県）し、人権啓発物品（作業手袋）ととも
に配布
・実施主体　　大分県
・配布部数　　2,000部
　　11/21街頭啓発950部
　　11/30人権フェスティバル1，050部

大分県教育庁

11月26日～28日 ゆめタウン別府店

小・中学生人権作品展会場に、人権ポケットブックコーナーを設
置し、北朝鮮による拉致問題に関するポケットブックを配置し、
閲覧してもらうとともに配布
・配布枚数は20部程度

11月～12月 大分県内
＊啓発週間ポスターを掲出
・実施主体　　大分県及び県内市町村

12月
杵築市

市報１２月号

＊広く当問題についての関心と認識を深めるため市報１２月号に
掲載（全戸配布　約11,206世帯）
・実施主体　　　杵築市

12月4日～10日
人権週間

別府市役所
１階ロビー

＊人権ポケットブックコーナーを設置し、拉致問題に関するポ
ケットブックを配置し、閲覧してもらうとともに配布
・配布枚数は20部程度

杵築市健康福祉センター

＊人権フェスティバル会場で、啓発週間ポスターを掲示し啓発週
間の内容を当日資料内に掲載のうえ配布
・実施主体　　　杵築市人権・同和教育推進協議会
・配布部数　　　400部（資料）

杵築市人権・同和教育推進協議会

豊後大野市総合文化センター
（エイトピアおおの）

＊「人権を守る市民のつどい」会場で、当日資料内に「北朝鮮人
権侵害問題」について掲載のうえ配布
・実施主体　　　豊後大野市
・配布部数　　　約200部（資料）

豊後大野市人権・部落差別問題啓発推進協
議会

12月7日

啓発資料

44 大分県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

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

宇佐市ホームページ
＊実施主体　　宇佐市
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項

12月10日～12月16日 大分市ホームページ
＊当該問題について関心と認識を深めるため市ホームページ上で
広報
・実施主体　　　大分市・大分市教育委員会

11月 大分県内

＊実施主体　　大分県人権教育・啓発推進協議会
・配布物 　　　広報誌「啓推協だより」（85号）
・配布数 　　　2,900部
・掲載内容　　啓発週間の周知

12月1日号 大分市内全戸
＊当該問題について関心と認識を深めるため、市報で広報
・実施主体　　　大分市・大分市教育委員会
・配布部数　　　約210,000部

12月 中津市内

・実施主体　　中津市
＊配布物 　　　広報誌「市報なかつ」(12月1日号)
・配布数 　　　約35,400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

11月23日朝刊 大分県内

・実施主体　　　大分県
＊掲載紙　　　  大分合同新聞、西日本新聞、朝日新聞、
　　　　　　　　読売新聞、毎日新聞
・サイズ・仕様　半五段モノクロ
・掲載内容　　　啓発週間の周知

電光掲示板・動画広告モニ
ター

12月1日～15日

大分駅構内
大分駅前北口

ガレリア竹町ドーム広場
（大分市）

・実施主体　　大分県
＊実施内容　　人権啓発広告動画（30秒）を駅前大型ビジョンと
商店街広場のモニタで放映
・駅構内のデジタルサイネージ（10面）で人権啓発広告動画（15
秒）を放映
・表示内容　　啓発週間の周知

その他 12月10日～16日
由布市役所

１階市民ホール・正面玄関
＊当該問題について関心と知識を深めるため市民啓発コーナー及
び来客用モニター等による広報活動

44 大分県

通年

広報誌

ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

7月25日～8月5日 日之影町保健センター
＊政府拉致問題対策本部作成の横田めぐみさんポスターのパネル
展示
・実施主体　　日之影町

　

10月16日～10月25日 椎葉村庁舎
＊横田めぐみさんポスター等掲示
・実施主体　　椎葉村

県人権同和対策課

12月10日～12月16日 県本本館１F展示スペース
＊啓発パネル及びチラシの展示、配布
・実施主体　　宮崎県

11月18日～12月16日 高原町庁舎
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示
・実施主体　　高原町

　

12月10日～12月16日
県本庁舎、県総合庁舎

（都城市）
＊政府拉致問題対策本部作成の横田めぐみさんポスター掲示
・実施主体　　宮崎県

広報誌 11月下旬発行 －
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間、県庁本館でのパネル展のお知ら
せ等
・実施主体　　宮崎県

12月1日 －
＊市政だよりへの掲載
・実施主体　　宮崎市

　

12月8日 －
＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間のお知らせ
・実施主体　　宮崎県

懸け垂れ幕等 12月9日～12月16日
県庁舎、県総合庁舎

（延岡市）

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間のお知らせ
・実施主体　　宮崎県
・掲出数 　　　各1

45 宮崎県

パネル･写真展示

啓発資料

新聞、テレビ、ケーブルテ
レビ、ラジオ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会・集会 12月1日 伊佐市 ＊じんけんフェスタにおいて蓮池氏講演会開催

街頭啓発活動 ８月・12月
日置市吹上町（8月）
日置市東市来町(12月）

＊鹿児島県警実施の啓発活動に協力通行する車両（運転者）に対
し，啓発チラシ等を配付（県，日置市）

鹿児島県警

署名活動

10月・11月・12月
（鹿屋市）
12月（県庁，伊佐市）
7月・2月（霧島市）
11月・12月（姶良市）
11月（錦江町）

県庁各課
各支庁・地域振興局等パネル年
実施場所
鹿屋市，霧島市，伊佐市，
姶良市，錦江町

＊県庁各課には署名用紙をメールで送付，パネル展実施場所には
設置を依頼
・実施主体：鹿児島県
・署名筆数：1，576筆（県），伊佐市（じんけんフェスタ）
・署名筆数：580筆 ，錦江町：署名筆数：150筆

　

パネル・写真展示

10月・11月・12月
（鹿屋市）
12月
（県，鹿児島市,指宿市,
霧島市,姶良市，中種子
町）
2月（出水市）
1月（西之表市）
10月・12月（伊佐市）
11月（大崎町）

県庁内，各支庁・地域振興局，
商業施設鹿児島市，鹿屋市,出
水市,,指宿市，西之表市，霧島
市，伊佐市，姶良市，大崎町，
中種子町，

＊北朝鮮拉致問題に関するパネル展実施，県から９市町へ貸出

ＤＶＤ上映 12月10日～16日 県庁，鹿児島市，霧島市 ＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間にDVDアニメ「めぐみ」を放映

啓発資料 12月
各支庁・地域振興局，県庁内各
課，県出先機関，県内市町村，
警察，商業施設

＊啓発週間ポスター，チラシ 配付
・ポスター(法務省作成)　　約200部配付
・チラシ(県作成)　　約650部配付

46 鹿児島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

啓発資料

通年
（薩摩川内市，日置市,
十島村,瀬戸内町,天城
町），
11月，12月

鹿児島市，出水市，指宿市，垂
水市，薩摩川内市，日置市，い
ちき串木野市，志布志市，奄美
市，南九州市，姶良市，三島
村，十島村，湧水町，屋久島
町，瀬戸内町，大和村，宇検
村，龍郷町，天城町，伊仙町，
和泊町，与論町

＊各庁舎等にポスター掲示，チラシ設置・配付

ホームページ

通年
（県,日置市,霧島市,
姶良市，中種子町）
12月1日～16日
（鹿児島市）
12月10日～16日
（枕崎市）
12月8日～16日
（肝付町）

鹿児島県，鹿児島市，枕崎市，
日置市，日置市，霧島市，姶良
市，肝付町，中種子町

＊鹿児島県ホームページに北朝鮮拉致問題を常時掲載

11月，12月

鹿児島市，鹿屋市，枕崎市，薩
摩川内市，いちき串木野市，南
さつま市，奄美市，南九州市，
伊佐市，姶良市，さつま町，湧
水町，串良町，南大隅町，肝付
町，南種子町

＊鹿児島市（287，000部），枕崎市（1,140部），薩摩川内市
(39,000部),いちき串木野市(13,300部)， 南さつま市（15,500
部），奄美市（23,000部）､伊佐市（11,500部），姶良市（29,000
部），さつま町（10,000部）、湧水町（3,714部），東串良町
（2,410部），南大隅町（4,300部）、南種子町（2,650部）

12月1日 県内

＊県広報紙「県政かわら版」12月号
・実施主体：鹿児島県
・配付数：738，000部
・掲載内容：北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨，拉致被害者
    御家族からのメッセージ　等

12月9日 県内

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間について放送
・実施主体　　鹿児島県
・放送日 　　　12月9日午前8時35分～（１回）
・放送局 　　　ＦＭ鹿児島

12月10日～17日 宇検村 ＊ＦＭうけん

新聞，テレビ，ケーブルテ
レビ，ラジオ

広報誌

46 鹿児島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

電光掲示板・動画広告モニ
ター

通年 日置市 ＊電光掲示板への掲載（さつま湖休憩所）

懸け垂れ幕等 10月，12月 鹿屋市，姶良市

館内放送
12月9日，10日，12月10
日～16日（鹿足），12月
9日～16日（霧島市）

県庁内，鹿児島市，鹿屋市，霧
島市

＊北朝鮮人権侵害問題啓発週間についてのお知らせを放送

ブルーリボンバッジの着用
12月，通年

（鹿屋市,姶良市）
県庁内各課，伊佐市，鹿屋市，
霧島市，奄美市，姶良市

＊配付希望のあった所属に対し，ブルーリボンを配付(774枚）及
びじんけんフェスタを開催した伊佐市に配付（300枚）

公用車への啓発マグネッ
ト・ステッカーの貼付け

通年 霧島市

8月
＊鹿児島県市長会から政府等に対し，拉致問題早期解決のための
要望を行う

11月・12月 ＊募金活動

12月 ＊のぼり旗設置

12月10日～25日 宇検村役場庁舎
＊来庁者にブルーリボンをかけてもらうようツリーとリボンを設
置

12月10日
職員掲示板
（パソコン）

＊職員用掲示板（パソコン）に北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関
するお知らせを掲載し，全職員が見ることが出来る様活動

姶良市

その他

46 鹿児島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月25日～29日 県庁１階
・実施主体　　沖縄県
＊北朝鮮による拉致問題に関するパネルの展示

12月9日～12月13日 市役所本庁舎１階

・実施主体　　那覇市
・＊北朝鮮による日本人拉致問題に関するパネル」や
　「拉致被害者についての紹介パネル・写真」の掲示及び
　ＤＶＤ「アニメめぐみ」の上映

沖縄県

12月11日～12月16日 市役所庁舎内
・実施主体　　石垣市
＊北朝鮮による日本人拉致問題に関するパネルの展示

啓発資料 12月10日～12月16日 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（浦添市、
名護市、うるま市、粟国村、伊平屋村、中
城村）

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

47 沖縄県

パネル・写真展示、ＤＶＤ
上映
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

DVD上映会 7月17日 札幌駅前地下広場

・①映画「めぐみ」の上映、②アニメ「めぐみ」の上映、③特定失踪者問
題調査会代表・荒木和博氏による講演　など
・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

　

啓発資料 11月26日～12月16日
市役所本庁舎

区役所

・啓発週間ポスターの掲出
・「国際シンポジウム」広報チラシ配架・ポスターの掲出
・実施主体　　札幌市
・チラシ配架部数　99枚

11月30日～12月13日 札幌駅前通地下歩行空間
・テキストとポスター画像の掲出
・実施主体　　札幌市

12月2日～15日
 ①ファイターズビジョン
 ②メガ・ビジョン ４プラ
 ③札幌PARCOビジョン

・テキストの掲出
・実施主体　　札幌市

指1 札幌市

電光掲示板・動画広告モニ
ター
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

DVD上映会 8月7日
エル・パーク仙台
スタジオホール

拉致問題啓発アニメ「めぐみ」を放映した。
　・実施主体　　仙台市
　・参加者 　　 　130名

パネル・写真展示 12月10日～16日
仙台市役所１階
ギャラリーホール

拉致問題への関心と認識を深めることを目的として，写真展を開催し
た。
　・実施主体　　仙台市
　・実施内容　　パネル・写真の展示，啓発アニメ「めぐみ」の放映，啓発
ポスターの掲示，リーフレット配布，署名受付

①特定失踪者問題調査会
　・ポスター、チラシの提供
②北朝鮮に拉致されたすべての人を救出する
宮城の会（救う会宮城）
　・拉致問題取組事例の紹介

7月上旬～8月7日
DVD上映会開催チラシ・ポスターを作成・配布した。
　・実施主体　　仙台市
　・配付部数　　チラシ1,000部，ポスター50部

10月中旬から順次配布

①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
②法務局より送付された北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターを掲
出・配布した。
　・実施主体　　仙台市  　・配布部数　　100部

11月下旬～12月16日

法務局、宮城県より送付されたポスターを地下歩道広告枠に掲出した。
・実施主体　　仙台市
・設置箇所　　青葉通地下通路　2か所
　　　　　　　　　広瀬通地下通路　2か所

ホームページ 11月中旬～12月16日 仙台市ホームページ
仙台市公式ホームページにより広報を実施した。
　実施主体：仙台市

広報誌 12月1日、12月5日

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
　・仙台市政だより
　・河北新報折込紙「河北ウィークリー」

列車・地下鉄
バス中つり革広告

12月1日～31日

地下鉄車両内に広告ステッカーを掲出した。
　・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　　戸袋ステッカー　60枚

新聞・テレビ
ケーブルテレビ・ラジオ

11月30日、12月5日
12月10日～16日

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
・放送局　東北放送、Dateｆｍ、ラジオ3、エフエムたいはく、ｆｍいずみ

市内

市内

指2 仙台市

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

懸け垂れ幕の掲出 12月10日～16日 市役所本庁舎
市役所本庁舎東側に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の懸垂幕を掲出し
た。
　・実施主体　　仙台市

自販機メッセージボード 12月10日～16日
市内10か所の
自動販売機

自動販売機メッセージボードにより広報を実施した。
　・実施主体　　仙台市

館内放送 12月11日～16日
市役所本庁舎・北庁舎

上杉分庁舎

庁内放送による広報を実施した。
　・実施主体　　仙台市
　・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

指2 仙台市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

パネル・写真展示 12月10日～16日
さいたま市役所本庁舎

及び各区役所

・広く同問題について関心と認識を深めるため、庁舎入口等に看板、解
説パネルを設置
・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。

・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

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

・同問題について関心と認識を深めるため、ポスターを掲示
・実施主体　　さいたま市

懸け垂れ幕等 12月 さいたま市内

・配布物 　　　「市報さいたま」（12月号）
・掲載内容　　啓発週間の趣旨、啓発事項
・実施主体　　さいたま市
・配布数　　　 約60万部

　

指3 さいたま市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

啓発資料 12月10日～12月16日 千葉市本庁舎
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　　国

　

　ホームページ 通年 千葉市ホームページ
啓発週間の趣旨や啓発事項をホームページに掲載。
・実施主体　　千葉市

指4  千葉市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

演劇公演・コンサート（PV含
む）

パネル・写真展示
1月21日 カルッツかわさき　ホール

【拉致問題啓発舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」】
・ミニコンサート（山口采希）
・舞台劇「めぐみへの誓い－奪還－」
・拉致問題啓発パネル展示

【主催】
・政府拉致問題対策本部、川崎市
【後援】
・法務省、外務省、文部科学省
【協力】
・あさがおの会

7月28日 ワークピア横浜

【拉致問題を考える国民の集いin神奈川】
・拉致被害者御家族訴え（横田早紀江さん（ビデオメッセージ）、横田拓
也さん）
・特定失踪者御家族訴え（齋藤良司さん）
・拉致問題関係者の講演（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）

【主催】
・政府拉致問題対策本部、神奈川県、横浜
市、川崎市、相模原市
【後援】
・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、あさがおの会

10月5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
・講演（横田拓也さん）
・ミニコンサート（川崎市立西中原中学校合唱部による合唱、昭和音楽
大学サキソフォンカルテットによる演奏）

【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）

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

 ①5月20日～5月24日
 ②8月14日～8月19日
 ③10月15日～10月18日
 ④12月13日～12月20日
（16日を除く。）
 ⑤1月10日～1月15日
 ⑥1月31日～2月5日
 ⑦2月21日～2月24日

①川崎信用金庫本店
②川崎市アートセンター
③グランツリー武蔵小杉
④川崎市幸市民館
⑤多摩市民館
⑥川崎市宮前市民館
⑦高津市民館

【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】
①～⑦あさがおの会

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

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

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

講演会・集会

パネル・写真展示
ＤＶＤ放映（常時）

啓発資料
図書コーナー

指5 川崎市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

電光掲示板・動画広告モニ
ター

 ① 9月20日～9月26日
     12月13日～12月19日
 ②2月18日～2月24日
 ③4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）
 ②ノクティビジョン
 （溝の口駅ペデストリアンデッキ）
 ③You 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

通年
・極大ポスター（縦約２ｍ×横約１
３ｍ）×２部
川崎競輪場北門横仮囲い

あさがおの会、神奈川県、川崎市の３者連携により、横田めぐみさんの
父・滋さんが撮影した「めぐみさんと家族」の写真等を基に作成したポス
ターを掲出し、拉致問題の一日も早い解決に向けた啓発を行うもので、
神奈川県と同日に掲出することにより、より多くの方々へ拉致問題の解
決に向けた周知啓発を行っている。

あさがおの会
神奈川県

11月5日～11月22日、
12月10日～12月16日

・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、川崎区役所、大
師支所、田島支所

拉致問題について市民に関心を持ち続けてもらうことを目的として、北
朝鮮人権侵害問題啓発週間を中心とした期間に市役所又は区役所に
拉致問題啓発用の懸垂幕等を掲出するもの

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

指5 川崎市

懸け垂れ幕等
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

７月28日（日） ワークピア横浜

・拉致被害者・特定失踪者御家族の訴え
・講演「全ての拉致被害者を救出するために」
・映画「めぐみー引き裂かれた家族の30年」上映
・横田めぐみさんと家族の写真展
・特定失踪者パネル展
・政府拉致問題対策本部パネル展
・実施主体　　神奈川県、政府拉致威問題対策本部、横浜市、川崎市、
相模原市
・参加人員　　310人

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
あさがおの会

12月８日（日） 新都市プラザ

・特定失踪者の家族の訴え
・横田早紀江さんビデオメッセージ
・めぐみちゃんと家族のメッセージ～横田滋写真展
・神奈川県ゆかりの特定失踪者パネル展
・ミニコンサート
・ＤＶＤ上映会
・啓発資料（リーフレット、ポケットティッシュ等）の配布
・実施主体　　神奈川県・横浜市
・参加人員　　約8,500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

11月23日（土・祝） 西公会堂
・拉致問題啓発パネル他の展示
・実施主体　　横浜市
・参加人員　　190人

横浜市人権擁護委員会
横浜市地方法務局

12月４日（水）
～16日（月）

市庁舎
・拉致問題啓発ポスターの展示
・実施主体　　横浜市

ホームページ 通年 ホームページ
・啓発週間の周知，市の取組の紹介
・実施主体　　横浜市

電光掲示板・動画広告モニ
ター

12月11日（水）
～17日（火）

市営地下鉄車内用

・拉致問題に関する啓発
（市営地下鉄車内に設置された情報装置（６編成×３６箇所＝２１６箇
所）を使用し広告を表示）
・実施主体　　横浜市

指6 横浜市

DVD上映会
パネル・写真展示
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会・集会
パネル・写真展

7月28日
ワークピア横浜

（横浜市）

拉致問題が一刻も早く解決されることを願い、「拉致問題を考える国民
の集いin神奈川」を開催した。
・実施主体
　政府拉致問題対策本部、神奈川県、
　横浜市、川崎市、相模原市
・内容
　主催者、来賓挨拶
　拉致被害者・特定失踪者家族の訴え
　講演「全ての拉致被害者を救出するために」
　　　　講師　西岡　力
　映画上映　めぐみ－引き裂かれた家族の30年
　写真展、パネル展

政府拉致問題対策本部
神奈川県
横浜市
川崎市

10月9日～10月15日
10月17日～10月22日
10月25日～10月31日

シティ・プラザはしもと
ユニコムプラザさがみはら

あじさい会館
（相模原市）

人権啓発パネル展（相模原人権啓発活動地域ネットワーク協議会主
催）に合わせて、横田めぐみさんのご両親のメッセージパネル等を展示
した。
・実施主体　　相模原市

・相模原人権啓発活動地域ﾈｯﾄﾜｰｸ協議会

12月10日～12月16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
・展示内容　　　横田めぐみさんのご両親のメッセージパネル及び神奈
川県関連特定失踪者パネル等

啓発資料 11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）
（相模原市）

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、市民に配布することにより啓発を行った。
・実施主体　　相模原人権啓発活動地域ネットワーク協議会
・作成数 　　　2,000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

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
報紙に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の期間を掲載した。
・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　　　 約21万部

　

指7 相模原市

パネル・写真展示
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

演劇公演・コンサート
（PV含む）

12月14日
新潟日報社

メディアシップ2階　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。収益の全額を「横田めぐみさん特別
基金」に寄付

横田めぐみさんの同級生の会

講演会・集会 11月15日
新潟市民芸術文化会館

劇場

忘れるな拉致　県民集会
講演，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7日
新潟市立中央図書館

多目的ホール

「映画めぐみ－引き裂かれた家族の30年－」を上映。
・実施主体　　新潟市、新潟県
・来場者 　　　46名

12月7日
新潟市立中央図書館

多目的ホール
めぐみ上映会の会場前などにパネルを設置
・実施主体　　新潟市、新潟県

2月10日～3月10日
新潟市巻地区公民館

1階ロビー
広く拉致問題についての関心と認識を深めるための写真パネルを展示 県

7月1日～11月22日 各区役所 他
広く拉致問題についての関心と認識を深めるため市内8区で写真パネ
ル展を開催

県（共催）

12月14,15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

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5日～12月16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3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。

通年 新潟市役所、各区役所 他
北朝鮮による拉致被害者の皆さんを取り戻す強い決意を発信するた
め、市職員に向けてプルーリボンを周知し、積極的な着用の協力を呼び
掛ける。

11月1日～11月29日 新潟市役所、各区役所 他
北朝鮮による拉致被害者の皆さんを取り戻す強い決意を発信するた
め、ブルーリボンをデザインした職員名札を着用。

指8 新潟市

パネル・写真展示

懸け垂れ幕等

ブルーリボンバッジの着用
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

指9 静岡市

啓発資料（ポスター） 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
・政府主催国際シンポジウムポスターの掲示
・実施主体　　静岡市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

啓発資料 12月10日～12月16日 浜松市庁舎、区役所庁舎等
・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

　

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

指10 浜松市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

DVD上映会 12月7日 なごや人権啓発センター
・啓発内容　子ども向け人権イベントにおいてDVD（めぐみ）を放映。
・実施主体　　名古屋市

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

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

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

11月中旬から 名古屋市立学校
・法務省作成「拉致問題啓発ポスター」を、市立小・中・高・特別支援学
校に送付・掲出依頼。
・実施主体　　名古屋市

12月 名古屋市
・人権イベントにおいて啓発週間ポスター掲示等による広報を実施。
・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

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

指11 名古屋市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

DVD上映会 11月17日 京都テルサ（京都市南区）
・実施主体　　京都府，京都市，政府拉致問題対策本部
・ＤＶＤ　アニメ「めぐみ」・拉致被害者御家族ビデオメッセージ
・参加人員　　37名

11月 京都市立学校
　法務省作成の啓発週間ポスターを配布し，掲示依頼をした。
※（依頼先）京都市立小・中・小中・高・総合支援学校　246校

京都市教育委員会

12月10日～12月16日 市役所，区役所・支所等

　多くの市民が来庁する区役所・支所及び文化会館等において，啓発週
間ポスターを掲示した。
・実施主体　　京都市
・掲示した部数　84部

広報誌 11月15日 京都市内

・実施主体　　京都市
・配布物　　　 人権総合情報誌「きょう☆ＣＯＬＯＲ」（12月号）
・配布数　　　 15,500部
・掲載内容　　啓発週間の趣旨，啓発事項

　

Facebook・Twitter 12月
京都市共生社会推進室

フェイスブックページ
ツイッター

　京都市共生社会推進室公式フェイスブックページ及びツイッターにお
いて，啓発週間の周知コメントを投稿した。

指12 京都市

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

12月12日 ・大正区コミュニティセンター

・政府拉致問題対策本部「政府の取り組みについて」
・映画上映「アニメめぐみ」「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」
・実施主体　　政府拉致問題対策本部、大阪市、大正区
・参加者 　　　100人

12月15日 ・鶴見区民センター

・政府拉致問題対策本部「政府の取り組みについて」
・映画上映「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」
・実施主体　　政府拉致問題対策本部、大阪市、鶴見区
・参加者　140人

1月26日 ・ピースおおさか
・政府拉致問題対策本部「政府の取り組みについて」
・映画上映「アニメめぐみ」「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」
・実施主体　　政府拉致問題対策本部、大阪府、大阪市

街頭啓発活動 12月10日 ・大阪府警察コミュニティープラザ
・拉致問題啓発キャンペーンとして、啓発チラシの配布などを実施
・実施主体　　大阪府、大阪市、曽根崎国際交流連絡協議会、曽根崎警
察署

DVD放映
パネル・写真展示

館内放送
12月10日～12月12日 ・大阪市役所

・拉致問題啓発パネルの掲示
・「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」の上映
・市役所庁舎内において「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」にかかるアナ
ウンスを実施

啓発資料
3月11日以降、各小中学

校において配付
・市内小中学校

・拉致問題啓発チラシを市内小中学校において配付
・チラシ配付部数　199,940部

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

新聞、テレビ
ケーブルテレビ、ラジオ

12月10日 ・大阪市内全域
・大阪市で作成した拉致問題啓発チラシを新聞折込により配布
・チラシ配布部数　690,950部

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

その他（ライトアップ）
12月10日～12月16日

※期間は場所により異な
る

・大阪市役所
・大阪府咲洲庁舎
・万博記念公園・太陽の塔
・ピースおおさか
・府立中之島図書館　他

・大阪府との共催により、府内施設においてブルーのライトアップを実施
・大阪府
・協賛企業

ＤＶＤ上映会

指13 大阪市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

DVD上映会 12月10日～27日

市役所本庁舎及び
各区役所

１階エントランスホール
（玄関ホール）

北朝鮮による拉致問題を考える写真展を実施し、同問題のメッセージを
記載したポスターの掲示やのぼりの掲出及び啓発リーフレットを配布。
また、アニメ「めぐみ」のDVD視聴も同時に行うことにより市民の同問題
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）

北朝鮮に拉致された日本人を救出する堺の
会

ホームページ 11月末～12月27日 市ホームページ
広報紙「広報さかい」に合わせて週間啓発記事を市ホームページに掲
載。

広報誌 11月末 市内全戸
広報紙「広報さかい」に週間啓発記事を掲載し、市内全戸に配布するこ
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

啓発資料（ポスター）
電光掲示板への表示、・動

画広告モニター
館内放送

懸け垂れ幕

12月10日～12月16日
市役所本庁舎、各区役所、市施

設

市役所、各区役所及び市施設の掲示板へのポスター掲出、市役所本庁
舎における案内表示盤やＥＶインフォメーション、デジタルサイネージへ
の表示及び館内放送を通じ、同問題についての市民の関心と認識を深
める。また、市役所本庁舎及び各区役所、鳳保健文化センター、人権ふ
れあいセンター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、広く市民の関心と認識を深める。

懸け垂れ幕の等 11月26日～12月10日 市道大小路線
市道大小路線沿いの街路灯に北朝鮮当局による人権侵害問題を含む
人権啓発のための吊幕を掲出する。

指14 堺市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

パネル・写真展示
DVD上映会

12月10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

啓発資料 12月25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

ホームページ 4月1日～3月31日 -
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
に本市取り組み内容，啓発事項を掲載。
・実施主体　　神戸市

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

　

懸け垂れ幕等 12月5日～16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

指15 神戸市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月 市関係課など ・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

12月 本庁舎総合案内など
・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）

　

啓発資料

指16 岡山市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

11月10日～11月29日
広島市

東地域交流センター
・パネル展示、ポスターの展示、パンフレットの配布
・実施主体　　広島市

12月1日～12月15日
広島市

西地域交流センター
・パネル展示、ポスターの展示、パンフレットの配布
・実施主体　　広島市

12月7日～12月8日 広島市総合福祉センター
・パネル展示、ポスターの展示、パンフレットの配布
・実施主体　　広島県人権啓発活動ネットワーク協議会

広島県人権啓発活動ネットワーク協議会（広
島法務局、広島県人権擁護委員連合会、広
島県、広島市、広島県社会福祉協議会、広島
市社会福祉協議会）

11月10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
・実施主体　　広島市

広報誌 12月1日 広島市内

・ひろしま市民と市政（12月1日号）への啓発週間の趣旨、啓発事項の掲
載
・実施主体　　広島市
・配布数 　　　約42万部

新聞、テレビ、
ケーブルテレビ、ラジオ

12月6日 中国新聞

・12月7日、8日に開催のヒューマンフェスタひろしまの啓発記事の中で
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知記事を掲載
・実施主体　　広島市
・配布数　約39万部

指17 広島市

パネル・写真展示
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会 11月26日 黒崎ひびしんホール
北朝鮮人権侵害問題啓発週間記念講演会として、拉致被害者　蓮池薫
氏による講演会を実施
演題「夢と絆を求めて～翻弄された運命のなかで～」

北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡
の会

パネル・写真展示 12月4日～12月16日 小倉北区役所市民ロビー
北朝鮮人権侵害問題啓発記念パネル展と題し拉致被害者の写真や経
緯を説明したパネルを展示

北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡
の会

新聞、テレビ、
ケーブルテレビ、ラジオ

10月28日・11月25日・
12月15日放送

CROSS FM・RKBラジオ・KBCラジ
オ

人権を考える5分間のラジオ番組「明日への伝言板」で北朝鮮当局によ
る人権侵害問題を題材にしたシナリオを放送

指18 北九州市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

講演会・集会 11月17日 FFGホール

・講師　蓮池薫氏
・演題　夢と絆を求めて～翻弄された運命のなかで～
・参加人数　500人
・実施主体　福岡市

後援　福岡県，福岡法務局，福岡県人権擁護
委員連合会

DVD上映会 1月15日
福岡市男女共同参画推進セン
ター　アミカスホール

・映画「めぐみ－引き裂かれた家族の30年」上映会を開催
・参加人数　450人
・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

パネル・写真展示
　7月2日～7月7日
12月10日～16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

DVD放映(常時）
　7月2日～7月7日
12月10日～16日

福岡市役所１階
・上記パネル展示と併せ，ご家族メッセージDVDを放映
・実施主体　　福岡市

内閣官房拉致問題対策本部

啓発資料（ポスター） 11月～12月
福岡市役所，区役所，公民館，市
立中学校・高等学校・特別支援学
校等

・啓発週間ポスター（法務省作成）を掲示
・実施主体　　福岡市

ホームページ 11月～1月 福岡市ホームページ
・講演会や映画上映会案内，啓発週間の周知
・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

12月～2月 県内

・放送時間帯　　CROSS FM　7：52～ 7：57
　　　　　　　　　　　　　　　　　　21：15～21：20
　　　　　　　　　　 FM福岡     22：55～23：00
・回数 　　3回
・放送局　CROSS FM，FM福岡
・内容 　　拉致問題啓発シナリオ「短歌に込めた家族の祈り」を放送
・実施主体　　福岡市

12月1日～16日 県内

・実施主体　　福岡県・福岡市・北九州市
・回数 　　　125回
・放送局　　 RKB毎日放送，九州朝日放送，
  　　　　　　 テレビ西日本，福岡放送，TVQ
　　　　　　　 九州放送
・内容　　啓発週間の周知

懸け垂れ幕等 12月10日～16日 福岡市役所
・横断幕を掲示し，啓発週間を周知
・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

新聞、テレビ
ケーブルテレビ、ラジオ

指19 福岡市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先番　号
都道府県
指定都市

実 施 事 業

令和元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

時　期 場　所　 具体的な内容　

啓発資料 通年
・人権啓発ブック「みんな幸せになりたい」への掲載
・実施主体　熊本市
・熊本市関係機関へ配布

広報誌
12月
（北朝鮮人権侵害問題啓
発週間）にあわせて実施

・市政だよりへの啓発記事掲載
・実施主体　熊本市
・熊本市内全戸に配布

　

指20 熊本市
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