
【都道府県・ 指定都市】

北海道 10月18日
浦河町

（浦河町総合文化会館）
映画「めぐみ」上映会

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

北海道 10月26日
留萌市

（留萌市中央公民館）
映画「めぐみ」上映会

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

ｗｅｂ関連
ホームページ

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

ｗｅｂ関連
メールマガジン

Facebook
北海道

9月4日、10月2日、11月9日、12
月4日、1月8日、3月5日

メールマガジン 国際化通信
Facebook 北海道の国際交流

・啓発イベントの周知等（映画「めぐみ」上映会等）

署名活動
パネル・写真展示・企画展

DVD放映
（常時）

ブルーリボンバッチの着用

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
札幌法務局

札幌人権委員連合会

12月13日～12月14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
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

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

石狩市 12月15日～12月16日 石狩市役所ロビー
毎年12月10日から同月16日までの「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に合わせて、北朝鮮人権侵害問
題についてのパネルを展示

札幌人権擁護委員協議会石狩部会

啓発資料 北海道 通年 道内各地
・北朝鮮による日本人拉致問題パンフレットの配布
・パンフレット配布部数　4,000部

北朝鮮に拉致された日本人を救出する北海道の会

パネル・写真展示・企画展

連携協力先

1 北海道

DVD上映会

具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

県 通　年 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

県・黒石市 通　年 庁　舎 拉致問題対策本部作成ポスターの掲示

県・市町村 11月～12月 県庁舎、市町村庁舎、市民センター等 北朝鮮人権問題啓発週間ポスターの掲示、チラシの配布

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
県 12月6日～12月10日 県　内

ラジオによる北朝鮮人権問題啓発週間の周知
放送局　RABラジオ

青森県2

　啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

奥州市 12月8日～12月16日 市ホームページ 令和３年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

釜石市 12月1日～12月16日 釜石市内
実施主体  釜石市
掲載内容  啓発週間の趣旨、啓発事項

平泉町 3月 平泉町ホームページ 平泉町ホームページに北朝鮮による日本人拉致問題に関するページを作成した。

久慈市 12月10日～12月16日 久慈市公式ホームページ 北朝鮮による日本人拉致問題啓発週間の周知

一関市 12月10日～12月16日 一関市ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週刊の趣旨、関係機関のホームページを掲載

大槌町 12月10日～12月16日 大槌町ホームページ 啓発内容・啓発週間の周知

岩手県 12月10日～12月16日 県庁内県民室 啓発内容・啓発週間における北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター掲示

金ケ崎町 12月10日～12月16日 金ケ崎町庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及び広報誌による周知
・広報誌配布数  約5,600部

一関市 12月10日～12月16日 一関市役所庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発週刊ポスターの掲示

広報誌 平泉町 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

館内放送 岩手県 12月10日～12月16日 県庁内県民室 啓発内容・啓発週間における北朝鮮人権侵害問題啓発用DVD上映

その他 岩泉町 12月10日～12月16日 全戸 IP告知端末による北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

3 岩手県

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

演劇公演・
コンサート

宮城県
仙台市

1月26日
日立システムズホール仙台
（仙台市青年文化センター）

・政府拉致問題対策本部との共催による拉致問題啓発舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」の公演
・来場者数173名

北朝鮮に拉致されたすべての人を救出する宮城の
会

ｗｅｂ関連
ホームページ

宮城県 12月 宮城県ホームページ ・演劇公演の開催，啓発週間，国の取組みの周知

ｗｅｂ関連
メールマガジン

宮城県 12月 ・県メルマガ登録者に対し演劇公演の開催，啓発週間の周知

パネル・写真展示・企画展 宮城県
①12月20日～12月24日

②1月26日
①宮城県庁舎

②日立システムズホール仙台
・拉致問題啓発パネルを宮城県庁舎及び演劇公演会場に展示

北朝鮮に拉致されたすべての人を救出する宮城の
会

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

利府町 11月22日～3月31日
　利府町役場庁舎、保健福祉センター、町民交流

館、総合体育館、文化交流センターリフノス
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスターの掲示 　

利府町 12月27日～1月26日 利府町役場庁舎 ・拉致問題啓発舞台劇公演「めぐみへの誓い―奪還―」周知ポスターの掲示

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

広報誌 宮城県 1月 県内 ・演劇公演の開催周知

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
宮城県 12月 県内 ・啓発週間の周知

館内放送 宮城県 12月10日，20日 宮城県庁舎 ・パネル展示に合わせ啓発週間周知の館内放送を実施

4 宮城県

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

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

北秋田市 通年 北秋田市HP 特定失踪者（拉致）に関する情報提供 　

署名活動
秋田県、秋田県議会拉致問

題解決促進議員連盟
12月11日 秋田駅東西連絡自由通路

拉致問題早期解決を求める署名活動及びチラシの配布
署名筆数：206筆

北朝鮮に拉致された日本人を救出する秋田の会

パネル・写真展示・企画展 秋田県 　12月13日～24日 秋田県庁舎 県民への周知と啓発を図るため、啓発パネルを展示 北朝鮮に拉致された日本人を救出する秋田の会

秋田県 通年 秋田県庁舎
県内特定失踪者問題啓発ポスターの掲示及び関係機関への啓発ポスター配布、周知・協力依頼
配布部数：738枚

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

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

秋田市 12月24日～3月31日 秋田市庁舎 拉致問題啓発に係るポスターの掲示

鹿角市 12月22日～3月31日 鹿角市庁舎 ポスター掲示

由利本荘市 通年 由利本荘市庁舎 県内特定失踪者問題啓発ポスターの掲示

仙北市 12月10日～12月16日 仙北市田沢湖庁舎、角館庁舎、西木庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

藤里町 通年 藤里町庁舎 拉致問題に関する啓発ポスターの掲示 　

掲示
懸け垂れ幕等

北秋田市 通年
北秋田市役所本庁舎

屋上
横断幕「北朝鮮に拉致された被害者全員を救いだそう！！」

ｗｅｂ関連
ホームページ

啓発資料

5 秋田県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

通年 山形県ホームページ ・北朝鮮による日本人拉致問題について周知、広報

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

講座（学習会）
職員向け

12月10日～12月16日 山形県内各警察署 北朝鮮による日本人拉致問題について研修を実施（受講者1,134名）

DVD放映
（常時）

12月10日～12月16日 山形県庁１階ロビー ロビーで啓発DVDを上映

啓発資料 11月下旬～12月16日 山形県内 啓発ポスター掲出及びチラシの配布

広報誌 11月下旬～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紙で周知

ｗｅｂ関連
ホームページ

山形県
山形県警察本部

6 山形県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

福島県 12月7日～12月16日 ・北朝鮮人権問題啓発週間について周知 　

ｗｅｂ関連
Twitter

福島県 12月7日 ・北朝鮮人権問題啓発週間について周知

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

福島県 通年 福島県庁舎 ・年間を通じて啓発ポスターを掲示

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

啓発資料

7 福島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

笠間市 11月～12月 ホームページ 人権週間に係る啓発活動事項を他の人権課題とともに掲載した

那珂市 通年 ホームページ 啓発数館の趣旨等について掲載

茨城県
①11月～12月

②1月～2月
県西生涯学習センター

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

龍ヶ崎市 12月10日～12月16日 市役所本庁舎１階ホール

様々な人権問題に関するパネル展示を行い、その中で北朝鮮による日本人拉致問題についての

啓発を行った。拉致問題に関する認識を深めてもらうとともに、問題の解明や解決に向けた取

組についての理解促進を図った。

(公財)人権教育啓発推進センター

常陸太田市 12月4日～10日 市生涯学習センター 人権週間に併せ、北朝鮮拉致問題に関するパネルを展示した 常陸太田市人権擁護委員協議会

茨城県 通年 　県庁舎内
広く同問題についての関心と認識を深めるため、ポスターパネル及び冊子を県庁舎２階県民

コーナーに展示
　

水戸市 11月26日～12月16日 市役所　本庁舎１階 啓発週間ポスターを展示した

水戸市 通年 市役所　本庁舎２階 啓発事項チラシを設置した

日立市 12/5/2022 日立市報 啓発週間の趣旨、啓発事項

下妻市 11月～12月 庁舎等 啓発週間ポスターを掲示

常陸太田市 11月～12月 市役所本庁及び各支所 啓発週間ポスターを掲示

笠間市 11月～12月 市庁舎・施設 啓発週間ポスターを掲示

鹿嶋市 通年 市役所　庁舎内 啓発ポスター掲載

潮来市 通年 市役所 啓発チラシの配布

守谷市 12月11日～17日 市役所庁舎内 啓発週間ポスターを掲出し，市庁舎内ホールに啓発資料約100点を展示した。

常陸大宮市 11月～12月 市役所及び各支所 啓発週間ポスターを掲示

那珂市 11月19日～12月28日 市役所１階ロビー 啓発週間ポスターの掲示

稲敷市 通年 市役所 拉致問題に関するポスター

稲敷市 通年 市役所 拉致問題に関する冊子、パンフレット（約５０部）

五霞町 12月 町庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスターの掲出

境町 11月～12月 庁舎掲示板等 啓発ポスターを掲示して，広く広報活動を実施した。

茨城県8

パネル・写真展示・企画展

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

広報誌 結城市 12月1日～12月16日 結城市内
広報誌「広報結城お知らせ版」（１２月１日号）配布数約１８，０００部

掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
茨城県 12/4/2022

人権週間期間中に広く同問題についての関心と認識を深めるため、人権課題とともに新聞に掲

載した。

掲載紙：読売新聞、茨城新聞

茨城県 12月10日～12月16日
県職員に対し、ブルーリボンバッジの着用を呼びかけ、約３０名が北朝鮮人権週間に着用し

た。

那珂市 12月10日～16日 市役所 人権担当部署職員等によるブルーリボン着用

茨城県8

ブルーリボンバッジの着用
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

栃木県 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
法務省、政府拉致問題対策本部のホームページに
リンク

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

下野市 通年 下野市ホームページ ・拉致問題に関する理解促進のため、関連リンクを掲載
法務省、政府拉致問題対策本部のホームページに
リンク

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

ｗｅｂ関連
ホームページ

Twitter
Facebook

野木町 11月22日～12月16日 野木町ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項の周知

パネル・写真展示・企画展 栃木県 12月10日～12月16日 県庁本庁舎 ・本館展望ロビーの展示ブースでのポスター掲示及び啓発資料の配付

栃木県 通年 県庁本庁舎 ・啓発週間ポスターの掲示

小山市 12月3日～12月17日 小山市役所 ・法務省作成ポスターの展示及びパンフレット設置による周知・啓発

那須烏山市 11月9日～12月18日 那須烏山市役所　烏山庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

栃木県 12月5日 県内 ・広報誌「県民だより」に啓発週間の周知記事を掲載（県HPにweb版掲載）

宇都宮市 12月
市役所本庁舎、男女共同参画推進センター、各地区
市民センター、各出張所、市民プラザ、各市民活動

センター、各図書館
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

足利市 通年 足利市民プラザ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

栃木市
①11月26日～12月17日
②12月6日～12月17日

①栃木市役所
②栃木図書館

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

鹿沼市
①8月2日～８月19日
②8月20日～8月27日

①図書館本館
②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」のパンフレットの設置

日光市 12月1日～３月31日 日光市役所本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

真岡市 12月10日～12月16日 市内公共機関2カ所 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

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

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

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

上三川町 11月３日～12月16日 上三川町役場 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

芳賀町 12月10日～12月28日 芳賀町庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

ｗｅｂ関連
ホームページ

啓発資料

9 栃木県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

野木町 通年 野木町庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

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

佐野市 8月～３月
佐野市庁舎

田沼及び葛生行政センター
・人権啓発リーフレット「HUMAN　RIGHTS」の配布（配布数：6,040部)

小山市 12月 市内 ・広報小山に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知記事を掲載

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
小山市 12月10日～12月16日 市内

・ラジオによる北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知
・放送局、時間帯　おーラジ　7:30～､12:00～12:55の間、17:30～

栃木県 12月1日～12月16日 県庁本庁舎エレベーター ・エレベーター前電光掲示板・カゴ内モニターにおいて啓発週間を告知

下野市 12月12日～12月16日 下野市役所 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示（デジタルサイネージ及び市役所掲示板）

大田原市 12月6日～12月16日 大田原市本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターのデジタルサイネージによる掲示

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

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

広報誌

啓発資料

9 栃木県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

みどり市 通年 みどり市ホームページ ・啓発週間の趣旨，啓発事項

大泉町 12月
・大泉町ホームページ

・大泉町多文化共生コミュニティセンターホームペー
ジ

啓発週間の趣旨、啓発事項 大泉警察署

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

北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟、「救う会・群
馬」

前橋市 12月6日～12月16日 前橋市役所１Ｆロビー 拉致問題啓発パネル

高崎市 12月6日～12月13日 高崎市庁舎中2階ロビー ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示及びパネルの展示 　

伊勢崎市 12月3日～12月9日
伊勢崎市役所

東館1階市民ホール
・人権諸問題に係るパネル展示の一部として、北朝鮮人権侵害問題に関する啓発ポスター展示及びチ
ラシ掲出を実施

伊勢崎市教育委員会

館林市 12月10日～12月16日　
館林市役所

庁舎内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

館林市 12月1日 館林市内 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間について市広報紙へ掲載

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

　

榛東村 12月9日～12月10日 榛東村楽集センター
人権パネル展において
北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示及びチラシの配布
チラシの配布枚数　50枚

人権を守る榛東の会

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

大泉町 12月
大泉町役場庁舎

大泉町多文化共生コミュニティセンター
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布

前橋市 12月 前橋市内
・配布物　「広報まえばし」
・配布数　約14万5千部
・掲載内容　啓発週間案内、拉致やその可能性などの警察への情報提供の呼びかけ

前橋警察署

桐生市 12月1日～12月16日 桐生市内

・配布物「広報きりゅう」
・配布数約48,300部
・掲載内容　啓発事項、北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深める呼びかけ
・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

前橋地方法務局
桐生警察署

渋川市 12月 渋川市内
・配布物　「広報しぶかわ」
・配布数　約3万部
・掲載内容　啓発週間案内、情報提供の呼びかけ

渋川警察署

片品村 12月号 町内 ・町民へ配布する広報への掲載 警察署

玉村町 5月 玉村町内
・配布物　にしきのつうしん5月号（文化センター発行）
・配布数　14,000部
・掲載内容　拉致問題に関する啓発事項

　

玉村町 12月 玉村町内
・配布物　広報たまむら12月号
・配布数　14,000部
・掲載内容　啓発週間案内、警察への情報提供の呼びかけ

伊勢崎警察署

大泉町 12月 大泉町内
・配布物　広報おおいずみ(12月号)
・配布・設置部数　15,000部
・啓発週間の趣旨、啓発事項

大泉警察署

群馬県

ｗｅｂ関連
ホームページ

10

啓発資料

広報誌

パネル・写真展示・企画展
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

桐生市 12月1日～12月16日 桐生市役所市民課前 ・テレビモニターによる同週間の周知・広報
前橋地方法務局
桐生警察署

沼田市 １２月１日～１２月１６日 テラス沼田（沼田市役所） 　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」のポスターを掲載した。

みどり市 12月1日～12月28日 職員向け電子掲示板 ・啓発週間の周知

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

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

10

ブルーリボンバッジの着用

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

群馬県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

演劇公演・
コンサート

桶川市 2月18日～2月21日 響の森桶川市民ホール
拉致問題啓発舞台劇公演
「めぐみへの誓い－奪還－」
オンライン配信

・内閣官房拉致問題対策本部事務局政策企画室
・埼玉県福祉部社会福祉課

講演会・集会 上尾市
11月30日
12月10日

原市集会所
畔吉集会所

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。【参加人数】原市集会所　31名、畔吉
集会所　11名

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

桶川市 12月4日 さいたま文学館
憲法・人権市民のつどい
映画「めぐみへの誓い－奪還－」
（来場者数110人）

・北朝鮮に拉致された日本人を救う埼玉の会

伊奈町 11月27日 伊奈町内
北朝鮮による日本人拉致問題について認識を深める為、DVD上映会のテーマに取り上げ「めぐみ」を上
映した。

埼玉県 通年 埼玉県HP 北朝鮮人権侵害啓発情報の周知・広報 　

川越市 通年 川越市ホームページ 川越市ホームページに北朝鮮人権侵害啓発週間を記載し、周知を図った。

川口市 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 　

行田市 通年 行田市ホームページ
・行田市ホームページに「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」を掲載し、啓発週
間の趣旨等の周知を図った。

　

所沢市 通年  所沢市ホームページ
・実施主体　所沢市
・ホームページによる『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』の周知・広報

　

本庄市 通年 本庄市ホームページ 啓発週間の趣旨、啓発事項 　

東松山市 12月1日～12月17日 東松山市ホームページ 掲載内容　啓発週間の趣旨

狭山市 通年
狭山市ホームページの

人権コンテンツ
北朝鮮当局による拉致問題の掲載 企画課 人権推進室

鴻巣市 12月1日～12月31日 鴻巣市ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間を掲載し、周知を図った。

深谷市 通年 深谷市ホームページ 12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての周知 　

戸田市 12月10日～16日 戸田市ホームページ 掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

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

富士見市 12月 富士見市ホームページ 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を掲載

坂戸市 12月 坂戸市ホームページ 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を掲載

伊奈町 常時 伊奈町ホームページ 北朝鮮による日本人拉致問題について認識を深める為掲載している。

三芳町　 12月10日～12月16日 三芳町ホームページ 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知・啓発

寄居町 通年 寄居町ホームページ
・実施主体　寄居町
・掲載内容　国・県へのホームページリンク先掲載

11

DVD上映会

ｗｅｂ関連
ホームページ

埼玉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

加須市 R3年12月1日～R3年12月17日
12月10日から16日「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周知を図るため、市のホームページに掲載。
実施主体：加須市

　

ｗｅｂ関連
ホームページ

Twitter
東松山市 12月3日 東松山市公式Twitter ・掲載内容　啓発週間の趣旨

ｗｅｂ関連
メールマガジン

所沢市 12月10日
登録者に

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

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

川口市 4月1日～3月31日 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 　

講座（学習会）
職員向け

鴻巣市 6月18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。 　

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

川口市
6月25日～6月29日

12月10日～12月14日
川口市立中央図書館 拉致被害者・特定失踪者の写真展、DVDの上映、署名活動等 拉致問題を考える川口の会

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

越谷市 2月15日 越谷コミュニティセンター ・パネル、ポスターの掲示

桶川市 12月4日 さいたま文学館
憲法・人権市民のつどい
「拉致被害者パネル展」

・北朝鮮に拉致された日本人を救う埼玉の会

久喜市

①12月10日～12月16日
② 1月 5日～ 1月11日
③ 1月12日～ 1月18日
④ 1月19日～ 1月21日

①久喜市役所本庁舎１階ロビー
②久喜市鷲宮総合支所1階ロビー
③久喜市菖蒲総合支所1階ロビー
④久喜市栗橋総合支所１階ロビー

拉致被害に関する写真等の展示 　

八潮市 12月3日～12月10日 八潮市役所駅前出張所 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター及び人権啓発パネルの展示 　

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

川口市
6月25日～6月29日

12月10日～12月14日
川口市立中央図書館 拉致問題に関する啓発資料の配布 　

行田市 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。
・配布部数　32,500部

行田市 12月 庁舎内 ・啓発週間ポスター（法務局より依頼）を掲出し、周知を図った。

本庄市 11～12月
市庁舎内

市内公共施設
啓発週間ポスター、拉致問題啓発ポスターの掲出。

春日部市 　通年 　春日部市庁舎 ・拉致被害者情報提供ポスターの掲示 　

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

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

パネル・写真展示・企画展

11

署名活動

啓発資料

埼玉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

草加市 令和3年12月　 草加市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 法務省

草加市 令和4年2月 草加市庁舎 　「拉致問題啓発舞台劇　めぐみへの誓い-奪還-」ポスターの掲示 埼玉県

越谷市 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
・配布部数　50部

蕨市 1月6日～2月9日
蕨市民会館1階廊下及び
蕨市仮設庁舎（ポスター）

蕨市福祉総務課窓口（チラシ）

・依頼に基づき、拉致問題啓発舞台劇「めぐみへの誓い－奪還－」についてのポスターを掲示するとと
もにチラシを窓口に配架。
・実施主体　政府拉致問題対策本部、埼玉県、桶川市

埼玉県福祉部社会福祉課

入間市 12月
・入間市庁舎

・入間市男女共同参画推進センター
拉致問題啓発舞台劇の周知

桶川市 12月1日～12月28日 桶川市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

北本市 12月10日～12月16日　 北本市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

富士見市 12月 富士見市内
・「めぐみへの誓い」チラシ・ポスターを配布、掲示。
・配布部数：チラシ50、ポスター8

富士見市 通年 富士見市役所 ・拉致問題ポスターを通年掲示。

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

吉川市  12月から 市内公共施設
・人権啓発展にてポスターを掲示（１２月）
・市庁舎でのポスター掲示（１２月から３月まで）

白岡市 2月 市役所 市役所1階広場、ポスター、パンフレット等の掲示を実施しました。 埼玉県福祉部

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

鳩山町 12月10日～12月16日
鳩山町

（役場内）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

神川町 12月 役場庁舎内 拉致問題啓発週間の周知ポスターの掲出 　

神川町 1月 役場庁舎内 「拉致問題啓発舞台劇」周知チラシの懸架　

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

小川町 通年 中央公民館 ロビーにてポスターを掲示 　

ふじみ野市 通年 庁舎内 ・拉致問題啓発ポスターの掲示 　

吉見町 4月1日～3月31日 役場庁舎 埼玉県から配布される拉致被害者ポスターの掲示

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

　

川越市 12月 川越市内
・「広報川越」１２月号に北朝鮮人権侵害啓発週間を記載し、周知を図った。
・配布部数　約１６５，４００部

啓発資料

11 埼玉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

熊谷市 12月上旬 市内全戸配布
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、広報誌に北朝鮮人権侵害問題
啓発週間の啓発事項を掲載
・配布数　　約70,000部

　

川口市 4月1日～3月31日 市内全戸配布 広報紙において署名活動の周知 　

飯能市 12月1日 飯能市内
広報はんのう12月1日号に北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する記事を掲載し、周知を図った。
・発行部数　30,000部

　

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

　

羽生市 １２月 　
市広報誌（令和３年１２月号）掲載
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12月10日～16日）」周知

　

上尾市 12月1日 上尾市内 ・広報あげお12月号に北朝鮮人権侵害問題啓発週間を記載し、周知を図った。

蕨市 12月 蕨市内

・広く同問題について関心と認識を深めるため、市の広報紙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　蕨市
・配布数　36,169部

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

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

　

富士見市 12月 富士見市内 ・広報誌12月号に北朝鮮人権侵害啓発週間を掲載。

坂戸市 12月 坂戸市内
・「広報さかど」12月号の「人権を尊重するまちづくり」の特集ページ内に「北朝鮮人権侵害問題啓発週
間」を掲載した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・配布数42,000部

　

吉川市 12月 吉川市内
・配布物　　 広報「よしかわ」（１２月号）
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

　

白岡市 12月1日 白岡市内 広報しらおか12月号に北朝鮮人権侵害啓発週間を記載し、周知を図った。

伊奈町 ６月 伊奈町　
北朝鮮による日本人拉致問題について認識を深める為広報いな６月号に掲載し、周知を図った。

嵐山町 12月1日 町内
　・広報紙　広報嵐山12月号に北朝鮮人権侵害問題啓発週間を掲載し、周知を図った。
・配布部数：７,000部

　

鳩山町 12月10日～12月16日 鳩山町
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知
・広報配布部数　約6,000部

　

皆野町 12月 　皆野町内
・広報紙１２月号に北朝鮮人権侵害啓発週間を記載し、周知を図った。
・実施主体　皆野町
・配布部数　４，０００部

　

松伏町 12月号 松伏町内
広報紙１２月号に北朝鮮人権侵害啓発週間を記載し、周知を図った。
・実施主体　松伏町
・配布部数　　　12000部

行政・教育の人権担当

広報誌

11 埼玉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

熊谷市
令和3年12月10日

～16日
熊谷駅コンコース

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

川口市 4月1日～3月32日
川口駅東口

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

　

東松山市 12月10日～12月16日 東松山市内3カ所 ・掲載内容　啓発週間の趣旨

上尾市 12月10日～16日
上尾市役所本庁舎

市民ホール及びエレベーターホール
北朝鮮人権侵害問題啓発週間中、拉致問題に関する啓発メッセージを電子モニターで掲示した。

本庄市 12月10日～12月16日 市内公共施設13カ所 啓発週間の周知 本庄警察署

上尾市 12月10日～16日 上尾市役所本庁舎 拉致問題啓発週間に拉致問題について啓発する内容のメッセージを流した。

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

川口市 4月1日～3月31日 市役所正面 川口市役所第一本庁舎デッキへ横断幕を設置し、拉致問題解決に向けた啓発 　

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

川口市 12月1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

　

上尾市 12月10日～16日 上尾市役所内
北朝鮮人権侵害問題啓発週間中、拉致問題に関する理解促進を促す情報を、職員向けイントラネット
に掲載した。

北本市 12月10日～12月16日　 北本市庁舎及び児童館 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の館内放送

埼玉県 通年 所属部署 ・埼玉県福祉部職員によるブルーリボンバッジの着用

川口市 4月1日～3月31日 川口市役所庁舎内 職員氏名票へブルーリボンシールを着用 　

入間市 12月10日～12月16日 川口市 部長級職員及び希望する職員にブルーリボンバッジを配付し着用

桶川市 12月1日～12月28日 桶川市庁舎
北朝鮮人権侵害問題の啓発月間
（市職員21人）

桶川市 12月4日 さいたま文学館
憲法・人権市民のつどい
（関係職員28人）

富士見市 12月 富士見市役所 ・北朝鮮人権侵害啓発週間に担当課職員中心にブルーリボンバッジを着用

幸手市 12月10日から12月16日まで 所属部署 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に人権推進課職員がバッジを着用し、周知を図った。

所沢市 12月10日～12月16日 所沢市庁舎ほか
『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』に合わせ、市議会議員及び市職員にブルーリボンを配布し、着用を
依頼

川口市 12月1日～12月28日 川口市 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 　

図書コーナー 川口市
6月25日～6月29日

12月10日～12月14日
川口市立中央図書館 川口市立中央図書館において拉致問題に関する関連図書コーナーの設置 　

ブルーリボンバッジの着用

掲示
自販機メッセージボード

掲示
懸け垂れ幕等

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

館内放送

11 埼玉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

熊谷市 12月6日～10日 市庁舎
職員に対し、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、啓発週間である旨を記
載したシールを貼ったマスクを職員向けに配布。
（配布数　約100個）

所沢市 12月10日 所沢市役所庁舎内
職員への啓発のため、『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』に合わせ職員のパソコンの回覧機能を活用
し、情報発信を実施。

その他

11 埼玉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

千葉県 通年 千葉県ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

銚子市 12月～ 銚子市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

船橋市 通年 船橋市ホームページ ・掲載内容　啓発状況、啓発事項等

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

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

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

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

四街道市 12月10日～16日 四街道市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

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

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

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

白井市 通年 白井市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

富里市 12月10日～16日 富里市公式ホームページ
同問題についての関心と認識を深めるため、市公式ホームページに同週間の趣旨、啓発事項を掲載し
た。

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

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

山武市 通年 山武市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

栄町 12月2日～12月16日 栄町ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

東庄町 通年 東庄町ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、ブルーリボン運動の趣旨、関連リンク

ｗｅｂ関連
ホームページ

Twitter
千葉県 12月10日

県広報Twitter
（@chibaken_kouhou）

・12月10日、AM7:00に投稿

ｗｅｂ関連
メールマガジン

白井市 12月3日 白井市内 ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

千葉県 11月～12月
各教育事務所毎の
初任者研修会場

・アニメ「めぐみ」の上映や活用事例を紹介を行った。

千葉県 12月 千葉県総合教育センター
・学校人権教育指導者研修において、「北朝鮮当局による拉致問題への対応」というテーマで講演し
た。

千葉県

ｗｅｂ関連
ホームページ

12

講座（学習会）
職員向け
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

パネル・写真展示・企画展 千葉県
2月1日～2月8日

2月10日～2月24日
3月10日～3月17日

千葉市生涯学習センター
県庁舎

県立現代産業科学館
拉致問題啓発パネルの展示

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

松戸市 12月10日～17日 松戸市役所連絡通路
・放映時間帯　8:30～17:00
・回数　上記時間帯でリピート放映
・人権週間に関する展示物も併せて展示

松戸人権擁護委員協議会
（人権週間展示物）

君津市 8月20日～3月31日 君津市役所１階
・放映時間帯　8:30～17:00
・回数　上記時間帯でリピート放映

四街道市 12月10日～16日 四街道市役所１階
・放映時間帯　8:30～17:00
・回数　上記時間帯でリピート放映

酒々井町 7月5日～7月30日
JR酒々井駅西口

デジタルサイネージ
・放映時間帯　8:30～17:00
・回数　上記時間帯でリピート放映

一宮町 12月6日～12月10日 一宮町役場新庁舎１階入口
・放映時間　8時30分～17時15分
・回数　1日約10回程度

千葉県 11月～12月 県内 啓発週間ポスターの掲示

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

千葉県 通年
千葉県ホームページ
送付した案内冊子

・拉致被害者をテーマとしたDVDの貸出し

千葉県 12月 県内
・配布物　　広報誌「ちば県民だより」（12月号）
・発行部数　157万部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

銚子市 12月 銚子市内
・配布物　広報誌「広報ちょうし」（12月号）
・配布数　24,000部
・掲載内容　啓発週間の周知

船橋市 12月 船橋市内
・配布物　　 広報ふなばし（12月1日号）
・配布数　　 180,030部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

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

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

袖ケ浦市 12月 袖ケ浦市内
・配布物　　 広報誌「広報そでがうら」（12月1日号）
・配布数　　 約20,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項,政府ホームページへの誘導

　

八街市 12月 八街市内
・配布物「広報やちまた」（12月1日号）
・配布部数：18,703部
・開催内容：啓発週間の趣旨、啓発事項

印西市 12月 印西市内
・配布物　　「広報いんざい」（12月1日号）
・配布部数　49,053部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

白井市 12月 白井市内
・配布物　   広報「しろい」（12月1日号）
・配布数　　 25,243部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

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

　

12

DVD放映
（常時）

広報誌

啓発資料

千葉県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

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

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

　

千葉県 12月10日 主に県内
・放送時間帯　8:57～9:00のうち30秒
・回数　１回
・放送局　bay FM78

千葉県 12月14日 主に県内
・放送時間帯　7:10～7:20のうち90秒
・回数　１回
・放送局　千葉テレビ

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

千葉県 12月1日～12月31日
ＪＲ各駅

（千葉、船橋、津田沼、海浜幕張）
・拉致問題を含む人権課題重点事項の啓発

千葉県 12月 県内 庁内及び市町村にブルーリボンの着用について依頼した。

柏市 12月 庁内職員掲示板 ブルーリボン着用の協力依頼及び，担当部署職員のブルーリボン着用を行った。

流山市 12月6日～14日 流山市役所第１庁舎１階ロビー
北朝鮮拉致被害に関する啓発ブースを設置し、ホワイトクリスマスツリーにブルーリボンを結んでもら
う。

松戸人権擁護委員協議会
流山支部

袖ケ浦市 12月 袖ケ浦市内 ・実施内容　市職員によるブルーリボンの着用

千葉県 11月
各市町村教育委員会

各県立学校長
・各学校で、学年を決めて、拉致問題に関する学習を取扱うことやアニメ「めぐみ」を活用した指導を行う
こと等を依頼した。

千葉県 11月 千葉県教育会館 ・小中学校長会理事会において、アニメ「めぐみ」の効果的な活用を依頼した。

12 千葉県

その他

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

ブルーリボンバッジの着用

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

演劇公演・
コンサート

政府拉致問題対策本部、
東京都及び

江東区

1月28日～
1月31日

YouTube政府拉致問題対策本部公式動画チャンネ
ル

※ティアラこうとう（江東公会堂）にて収録

拉致問題啓発舞台劇公演「めぐみへの誓い－奪還－」をオンライン開催（1月26日に収録した映像を
YouTubeでオンデマンド配信）

（公財）東京都人権啓発センター

江東区 12月15日～17日 江東区文化センター DVDアニメ「めぐみ」をテレビ画面で上映（3回）

江東区 12月10日～16日 豊洲シビックセンター DVDアニメ「めぐみ」をデジタルサイネージで上映（1日2回）

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

千代田区 11月27日～ 区ホームページ（人権啓発・人権相談） 「北朝鮮による日本人拉致問題」の外部サイトリンクの掲載

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

中野区 　12月10日～12月16日 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

　

豊島区 4月1日～3月31日 豊島区ホームページ 「拉致問題」として概要の紹介 　

豊島区 12月10日～12月16日 豊島区ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の紹介

北区 通年 北区ホームページ 東京都ホームページへリンク

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

　

江戸川区 通年 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、啓発促進条例の施行、関係リンク

青梅市 通年 青梅市ホームページ 掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

調布市 12月8日～12月28日 調布市ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間のPR等を行った。 東京都

小金井市 通年 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

　

小金井市 12月8日～12月28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

国立市 通年 国立市ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間について 　

羽村市 通年 羽村市ホームページ 啓発週間の趣旨、東京都ホームページへのリンク 　

東京都 12月10日 部Twitter上 北朝鮮人権侵害問題啓発週間及び拉致問題について広報

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

13

DVD上映会

ｗｅｂ関連
Twitter

ｗｅｂ関連
ホームページ

東京都
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

大田区 令和4年2月9日 大田区役所 拉致問題対策本部が作成したDVD「めぐみ」を活用した管理職向け人権研修（WEB研修）

東久留米市 2月18日 東久留米市庁舎 人権問題研修の中で、「北朝鮮による拉致問題」を重点講義とした。 公益財団法人 東京都人権啓発センター

港区 １月7日～１月20日
みなとパーク芝浦

(１階区民ギャラリー、１階中央アトリウム、２階公園
側アトリウム)

・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)」、内閣官房拉致問題対策本部事務局作成のパネル「拉致問題パ
ネル展示セット」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
内閣官房拉致問題対策本部事務局政策企画室

墨田区 12月6日～12月10日
庁舎1階

アトリウム
　人権週間パネル展示として、様々な人権問題に関するパネル展示をする中の一つとして、拉致問題
に関するパネルを展示した。

　

江東区 12月6日～17日 江東区文化センター 江東区関連特定失踪者（2名）を含む拉致関係のパネルを展示

江東区
6月7日～10日
8月20日～25日

豊洲文化センター
総合区民センター

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

品川区
4月26日～5月7日

11月24日～12月9日
ＪＲ大森駅北側跨線道路、品川区施設内

・人権啓発パネル展
・パネルの一部に掲載

大田区

大田区 7月9日～7月14日 大田区役所 拉致問題対策本部から借受けた啓発パネルを展示

大田区 通年 区施設 拉致問題対策本部が作成したパネルを展示

世田谷区 12月6日～12月10日
　区政ＰＲコーナー

（本庁舎内）
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターをパネルにし展示

杉並区 12月6日～12月10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

杉並区 2月28日～3月4日
高井戸地域区民センター

（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

豊島区 12月1日～12月24日
豊島区役所

まるごとミュージアム
拉致問題のパネル展示

荒川区 12月1日～12月20日 荒川さつき会館 ・拉致被害者等のパネルの展示

葛飾区 12月9日～12月12日 葛飾区役所 啓発パネルの展示 　

葛飾区 12月9日～12月12日 葛飾区役所 啓発パネルの展示 　

江戸川区 11月5日～11月17日
江戸川区役所１階
多目的スペース

人権・男女共同参画展示において啓発ポスターを掲出、パンフレット（政府 拉致問題対策本部）を配布
・実施主体　江戸川区

東京都及び区市町村 通年 都内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター「必ず助け出す！」を用いた周知・広報を実施 法務省、政府拉致問題対策本部

東京都及び区市町村 通年 都内 政府主催国際シンポジウムのポスター及びチラシを用いた周知・広報を実施 法務省、政府拉致問題対策本部

東京都及び区市町村 通年 都内 「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 警視庁

東京都 通年 都内
・配布物「みんなの人権」
・作成部数105,000部

文京区 8月25日～8月26日 文京シビックセンター アウェアネスリボンに関するパネル展の中で、ブルーリボンを紹介

講座（学習会）
職員向け

啓発資料

パネル・写真展示・企画展

13 東京都
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

江東区 12月3日～17日
江東区内広報板
出張所内掲示板

・啓発ポスターを区内掲示板、出張所内掲示板へ掲出
・掲出枚数　235枚

江東区 通年 江東区役所本庁舎、出張所、図書館等
・江東区関連特定失踪者（2名）の情報提供依頼を掲載した拉致問題啓発ポスター（江東区作成）を掲
示
・配布数　60枚

品川区 通年 イベントや研修実施場所

・品川人権宣言チラシの配布
・チラシの一部に掲載
・イベントや研修実施時に配布
・チラシ印刷部数　10,000枚

目黒区 12月 目黒区内 資料（東京都「みんなの人権」目黒区「みんな輝く」）の配布（部数　300枚）

東大和市 12月4日から12月10日 東大和市役所入口ホール
ポスター「必ず助け出す！」を用いた周知・広報
・実施主体　東大和市
・ポスター　1枚

　

稲城市 12月3日～10日 稲城市庁舎
啓発冊子を配付
・実施団体　稲城市

　

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

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

品川区 11月11日 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

渋谷区 12月 渋谷区内 しぶや区ニュース12月1日号に人権週間記事の一部として掲載 　

杉並区 11月15日 杉並区内
・配布物　　 広報すぎなみ（11月15日号）
・配布数　　 147,724部
・掲載内容　週間の趣旨、啓発事項

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

荒川区 11月26日 荒川区内
・11月26日発行広報誌「あらかわ区報」人権週間特集号の配布
・発行部数　62,000部
・内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項

板橋区 11月26日 板橋区内 人権週間に合わせ、「広報いたばし」にて、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の趣旨等を掲載 　

江戸川区 12月1日 江戸川区内

・実施主体　江戸川区
・配布物　広報えどがわ（12月1日号）
・発行数　204,050部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、啓発促進条例の施行

　

東京都 12月４日～20日 都営バス車内
ポスター「東京へ帰せ！」の車内広告を実施
・広告枚数　約1,500枚

警視庁

東京都 11月29日～12月28日 都営地下鉄、日暮里舎人ライナー車内
ポスター「東京へ帰せ！」の車内広告を実施
・広告枚数　約1000枚

警視庁

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

江戸川区 12月10日～16日 江戸川区役所敷地内

荒川河川水位表示塔(電光掲示板)への表示による周知・広報
・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）

掲示
懸け垂れ幕等

足立区 12月7日～12月17日
懸垂幕：足立区役所本庁舎ロータリー

横断幕：足立区役所中央館２階
足立区拉致問題等啓発推進条例および北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知する懸垂幕、横断幕の
掲示

啓発資料

広報誌

掲示
列車、地下鉄、バス中吊り広告

13 東京都
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

東京都 12月10日～28日 東京都庁第一本庁舎・都庁前中央通り 都庁舎を青色にライトアップするとともに、ブルーリボン旗を街灯に掲出

江戸川区 12月10日～16日
江戸川区

タワーホール船堀
タワーホール船堀展望塔を青色にライトアップ
・実施主体　江戸川区

中央区 　12月10日～12月16日 中央区 区長、副区長、議員へのブルーリボンバッジの着用依頼 　

杉並区 通年 杉並区役所内売店 ブルーリボンバッジの普及 　

江戸川区 12月10日～16日 江戸川区内
区幹部職員によるバッジの着用
・実施主体　江戸川区

東京都 12月10日～16日 都幹部職員によるブルーリボンバッジの着用

足立区 12月10日、13日、14日、15日 北千住駅、綾瀬駅、西新井駅、竹ノ塚駅 足立区拉致問題等啓発推進条例周知パネルの掲出
警視庁千住警察署、綾瀬警察署、西新井警察署、
竹ノ塚警察署

江戸川区 11月5日～ 江戸川区内
江戸川区議会議員の提案による「江戸川区拉致問題の解決に向けた啓発促進に関する条例」が可
決、施行された。
・実施主体　江戸川区

ライトアップ

ブルーリボンバッジの着用

13 東京都

その他
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

DVD上映会 神奈川県 11月18日
横浜市開港記念会館

※併せてYoTube配信を実施

・映画「めぐみ-引き裂かれた家族の30年-」を上映、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
・参加人員　140人（YouTube再生回数2,033回）

実施主体
神奈川県、政府拉致問題対策本部

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

　

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

秦野市 通年 秦野市ホームページ
啓発週間の趣旨、啓発事項
パネル・写真の展示の様子

大和市 通年 大和市ホームページ ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

海老名市 10月13日～10月18日 海老名市ホームページ ・掲載内容　パネル展の開催

綾瀬市 12月1日～12月16日 綾瀬市ホームページ 12月10日から16日のパネル・写真展示の周知 　

松田町 12月 松田町ホームページ 啓発週間の周知

綾瀬市 12月14日 綾瀬市ネットニュース 12月10日から16日のパネル・写真展示・企画展の周知

神奈川県 9月10日 書面開催
人権男女主任者研修会の際に同時開催（書面開催）
拉致問題概要・県の取組説明

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

神奈川県 8月5日 総合教育センター
人権教育指導者養成研修講座において当課職員により「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の
人権」をテーマに講話を実施

神奈川県 11月19日～12月17日 オンライン
県立学校人権教育研修講座（人権教育担当者対象）にて、視聴覚教材の視聴を研修内容の一つに設
定

神奈川県 12月12日 新都市プラザ

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

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

神奈川県 ８月13日～８月19日 戸塚区民文化センター さくらプラザ 写真展「めぐみちゃんと家族のメッセージ」～横田滋写真展を実施
主催：あさがおの会
共催：神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市、朝日
新聞社

神奈川県 １月14日～１月21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

神奈川県 ５月28日～６月25日 県西地域県政総合センター 神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示 実施主体　神奈川県

神奈川県 10月８日～10月15日 県西地域県政総合センター 神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示 実施主体　神奈川県

神奈川県 11月16日～11月24日 横須賀三浦地域県政総合センター 神奈川県ゆかりの特定失踪者のパネルを展示 実施主体　神奈川県

横須賀市 11月29日～12月2日 横須賀市庁舎 ・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。

平塚市 令和３年８月１０日～２０日 平塚市庁舎本館１階多目的スペース２
・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

神奈川県

ｗｅｂ関連
ホームページ

講座（学習会）
職員向け

パネル・写真展示・企画展

14 神奈川県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

鎌倉市 12月16日～12月24日 鎌倉市役所ロビー ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター、特定失踪者パネル、横田めぐみさんパネルの掲示 神奈川県

藤沢市 １２月７日～１２月１６日
藤沢市役所

本庁舎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。

神奈川県（湘南地域県政総合センター）

小田原市 11月22日～11月29日
小田原市役所
2階市民ロビー

・展示内容　特定失踪者等パネル展示
※人権メッセージパネル展と同時開催

神奈川県

茅ヶ崎市 12月２日～12月8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およびポスター展示
・拉致被害者（横田めぐみさん）の写真展示

神奈川県

逗子市 令和４年１月20日～24日 市民交流センター 特定失踪者パネル展示
神奈川県横須賀三浦地域県政総合センター（パネ
ル貸出）

秦野市 １２月３日～１２月９日 秦野市役所
・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
・展示内容　特定失踪者等パネル展示

神奈川県(湘南地域県政総合センター）

秦野市 １月２４日～２８日 秦野市立南中学校
・実施主体　秦野市教育委員会と県（湘南地域県政総合センター）との共催
・展示内容　特定失踪者等パネル展示

神奈川県(湘南地域県政総合センター）

厚木市 11月19日～11月30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 神奈川県

大和市 12月4日～8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）
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

伊勢原市 １０月２６日～１０月２９日
伊勢原市役所１階

市民ホール
神奈川県ゆかりの特定失踪者に関するパネル展示 神奈川県

海老名市 10月13日～10月18日
海老名市役所１階
エントランスホール

・展示内容　横田めぐみさんほか特定失踪者に関する写真パネル等
海老名警察署
県政総合センター

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

南足柄市 12月2日～7日 南足柄市女性センタ-
・神奈川ゆかりの特定失踪者の情報提供を呼びかける写真パネル等の展示
・実施主体　南足柄市

神奈川県

綾瀬市 12月10日～12月16日 綾瀬市役所市民ホール

・特定失踪者パネル展示
・展示数16枚
・横田めぐみさんパネル展示
・展示数51枚

寒川町 12月14日～12月19日 寒川町総合図書館 神奈川県と共催で特定失踪者顔写真パネルや、パンフレットを掲示 神奈川県

大磯町 11月8日～11月12日
大磯町役場

本庁舎１階ロビー
県関連の特定失踪者に関するパネル※拉致被害者横田めぐみ氏のパネルを併設。 神奈川県

二宮町 令和４年１月14日～１月21日 二宮町生涯学習センター 特定失踪者のパネル展示
政府拉致問題対策本部
神奈川県

中井町 令和３年11月22日～11月29日 中井町農村環境改善センターロビー 広く問題についての理解を深めるため、県から特定失踪者に関するパネルを借用し展示した。 神奈川県、中井町教育委員会

大井町
令和３年１１月３０日～令和３年１

２月５日
大井町生涯学習センター

ホワイエ
神奈川県ゆかりの「特定失踪者」のパネル展示 神奈川県及び大井町教育委員会

松田町 12月10日～16日 松田町役場庁舎 特定失踪者等に関するパネル展示 神奈川県

開成町 １月19日～１月26日 開成町民活動サポートセンター ・特定失踪者パネル展示 神奈川県

箱根町 ６月２１日～６月２５日 箱根町役場本庁舎 特定失踪者に関するパネル展示 神奈川県

神奈川県14

パネル・写真展示・企画展
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

真鶴町 12月9日～12月16日 真鶴町町民センター 特定失踪者等のパネル展示 神奈川県県西地域県政総合センター

湯河原町 令和３年７月５日～７月９日 湯河原町役場第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展示 神奈川県県西地域県政総合センター

清川村 令和３年11月12日～18日 清川村生涯学習センターせせらぎ館 ・神奈川県ゆかりの特定失踪者パネルの掲示 神奈川県

神奈川県 ３月 神奈川県内全域
令和４年３月発行の人権学習ワークシート集Ⅷに「拉致問題について考えよう」をテーマにした学習教
材を掲載。県立学校、市町村教育委員会等へ配付

藤沢市 １２月７日～１２月１６日
藤沢市役所

本庁舎５階ラウンジ
人権メッセージパネル展において、啓発週間ポスターを掲出した。 神奈川県（湘南地域県政総合センター）

茅ヶ崎市 通年 茅ヶ崎市男女共同参画推進センターいこりあ ・神奈川県関連特定失踪者に関するポスター（神奈川県作成）の掲示 なし

逗子市 11月8日～11月19日
市庁舎、市民交流センター、沼間コミュニティセン

ター、小坪コミュニティセンター
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

逗子市 12月20日～1月7日
市庁舎、市民交流センター、沼間コミュニティセン

ター、小坪コミュニティセンター
神奈川県にゆかりのある拉致被害者と特定失踪者のポスターの掲示

逗子市 8月2日～8月13日
市庁舎、市民交流センター、沼間コミュニティセン

ター、小坪コミュニティセンター
めぐみちゃんと家族のメッセージ～横田滋写真展のポスターの掲示

厚木市 12月掲出日～12月16日
厚木市役所本庁舎１階

他市内公共施設
政府拉致問題対策本部作成ポスターの掲示 横浜地方法務局

大和市 12月 大和市役所内掲示板 ・神奈川県、法務省の啓発ポスターの掲示

伊勢原市 通年 伊勢原市役所１階 神奈川県配布の拉致啓発ポスターの掲示

座間市 通年 市役所掲示板 啓発週間ポスターを掲示

綾瀬市 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・リーフレットの配布
・ポスター掲示数4枚
・チラシ・リーフレット配布部数　100枚

大井町
令和３年１２月１日～令和３年１２

月３１日
町内公共施設 拉致問題について認識を広めるために啓発週間のポスター掲出 神奈川県及び県内市町村

愛川町 ４月１日～３月３１日 役場庁舎、公民館 県等が作成した啓発ポスターの掲示 神奈川県

神奈川県 12月 県のたより12月号
「12月10日～16日は『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』です。
拉致問題の早期解決は、神奈川県民の願いです。」の文言を掲載

横須賀市 12月号 市内全域
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の期間と一考を促す記事を掲載。
・掲載紙：「広報よこすか」（12月1日発行）
・印刷部数：170,400部

茅ヶ崎市 12月 茅ヶ崎市内
・広報ちがさき（１２月１日号）に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」およびパネル・写真展示展の案内を
掲載
・配布部数　１１０，０００部

なし

大和市 12月 大和市内
・配布物　「広報やまと」（１２月号）
・配布数　78,000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

神奈川県

啓発資料

14

パネル・写真展示・企画展

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

海老名市 10月1日 広報誌 ・掲載内容　パネル展の開催

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

綾瀬市 12月1日 綾瀬市広報誌 12月10日から16日のパネル・写真展示の周知

松田町 12月 松田町町内 広報誌「広報まつだ」12月号内における啓発週間の周知

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

海老名市 12月1日～12月14日 海老名駅前デジタルサイネージ ・事業内容　北朝鮮人権侵害問題啓発週間のPR映像を作成、放送

神奈川県 通年 神奈川県庁エネルギーセンター棟　２階フェンス 拉致問題啓発タペストリーの掲出
実施主体
神奈川県、あさがおの会

神奈川県 11月30日～12月28日 湘南地域県政総合センター 拉致問題啓発懸垂幕の掲示

神奈川県 11月30日～12月17日 神奈川県庁内 幹部職員がブルーリボンを着用

綾瀬市 12月10日～12月16日 綾瀬市役所内 ・部長、課長以上（66名）がブルーリボンを着用。

掲示
懸け垂れ幕等

ブルーリボンバッジの着用

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

広報誌

14 神奈川県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

新潟県
新潟市

新潟日報社
11月14日

りゅーとぴあ
新潟市芸術文化会館

忘れるな拉致県民集会
・講演、拉致被害者ご家族等の訴え、署名活動
・参加人数　600名

柏崎市 7月8日 柏崎市立第二中学校
拉致問題啓発事業による中学生への講演会
講師：蓮池薫氏、対象：全校生徒

柏崎市 10月7日 柏崎市立東中学校
拉致問題啓発事業による中学生への講演会
講師：蓮池薫氏、対象：全校生徒

柏崎市 10月28日 柏崎市立第五中学校
拉致問題啓発事業による中学生への講演会
講師：蓮池薫氏、対象：全校生徒

柏崎市 12月16日 柏崎市立鏡が沖中学校
拉致問題啓発事業による中学生への講演会
講師：蓮池薫氏、対象：全校生徒

共催：長岡市
後援：新潟県

10月10日 アオーレ長岡
特定失踪者と拉致問題を考える市民集会－この思い届け　お母さんが待っているよ　三奈子さん－
・運営協力　・共催　長岡市

・実施主体　中村三奈子さんをさがす会

新潟県
新潟市

新潟日報社
11月14日

りゅーとぴあ
新潟市芸術文化会館

忘れるな拉致　県民集会
・講演、拉致被害者御家族等の訴え、署名活動
・参加人数　600名

DVD上映会
国

新潟県
新潟市

12月12日 内野まちづくりセンター
映画「めぐみ」上映会
・国・県の取組説明、署名活動、ブルーリボン配布、パネル展
・参加人数　58名

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

長岡市 通年 長岡市ホームーページ 情報提供の呼びかけ、パネル展開催周知

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

ｗｅｂ関連
Twitter

新潟県 ６月～ 新潟県拉致問題公式Ｔｗｉｔｔｅｒ 新潟県拉致問題の公式Ｔｗｉｔｔｅｒを開設し、拉致問題に関する県の取組や事業等さまざまな情報を発信

ｗｅｂ関連
Facebook

見附市 11月15日 見附市役所公式Facebook パネル展開催の広報

ｗｅｂ関連
LINE

新潟県 12月７日～12月16日 県内
啓発週間の啓発広告をLINEバナー広告で配信
・配信対象　県内ユーザー15～49歳
・配信数　約83万回配信

国
新潟県

6月4日 長岡崇徳大学
拉致問題啓発セミナーの開催
・参加者　看護学科　74名
・映画「めぐみ」上映、曽我ひとみさん講話、質疑応答、県の取組説明

長岡崇徳大学

国
新潟県

9月6日 明倫短期大学
拉致問題啓発セミナーの開催
・参加者　歯科技工士学科・歯科衛生士学科1年生　計77名
・映画「めぐみ」上映、特定失踪者ご家族からのお話、質疑応答、県の取組説明

明倫短期大学

新潟県 7月13日 長岡青陵大学

拉致問題啓発セミナーの開催
・参加者　看護学部、福祉心理学部１，２年生　246名（対面　75名、オンライン受講　171名）
・曽我ひとみさん講話、質疑応答、県の取組説明
※アニメ「めぐみ」を事前視聴

長岡青陵大学

新潟県 ６月～10月 新潟国際情報大学
拉致問題啓発セミナー（連続）の開催
・参加者　国際学部学生
・オリエンテーション、蓮池薫氏講演、曽我ひとみさん講話、シンポジウム・成果発表会

新潟国際情報大学

講座（学習会）
市民向け

講演会・集会

ｗｅｂ関連
ホームページ

15 新潟県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

新潟県 10月17日 上越教育大学附属小学校
ＰＴＡ対象セミナーの開催
・参加者　保護者120名、５，６年生児童　60名
・曽我ひとみさん講話（オンライン出演）、質疑応答

上越教育大学附属小学校ＰＴＡ

新潟県 10月17日 オンライン
拉致問題啓発セミナー受講者のフォローアップ
・上越教育大学OB,BG（過去にセミナー受講者）と曽我ひとみさんとの懇談（オンライン）

新潟県 11月2日 羽茂地区青少年健全育成協議会
ＰＴＡ対象セミナーの開催
・参加者　保護者、教職員等 約40名
・曽我ひとみさん講話、質疑応答

羽茂地区青少年健全育成協議会

新潟県 11月16日 柏崎市北条小学校

ＰＴＡ対象セミナーの開催
・参加者　保護者、教職員、5，6年生児童、 北条中学校生徒　計147名
（対面　53名、オンライン参加　94名）
・蓮池薫氏講演、質疑応答

柏崎市立北条小学校

新潟県
出雲崎町

10月20日 出雲崎町中央公民館
出前講座
・拉致問題の概要説明
・アニメ「めぐみ」、「横田夫妻、曽我ひとみさんの訴え」上映

新潟県
長岡市

10月30日 長岡市中央図書館
出前講座
・拉致問題の概要説明
・アニメ「めぐみ」上映

新潟県 通年 県内（42会場）
拉致問題を考える巡回パネル展
・展示内容　拉致被害者等の写真パネル

阿賀野市 1月26日～2月7日 阿賀野市役所本庁
・展示内容
　拉致被害者等の写真パネル展示

新潟県共催

魚沼市 12月10日～16日
魚沼市

広神コミュニティセンター
北朝鮮拉致被害者救出運動写真展示

佐渡市 7月2日～3日 佐渡汽船小木港ターミナル 人権展における拉致被害者等の写真パネル展示

佐渡市 12月10日～14日 佐渡汽船両津港ターミナル 拉致被害者等の写真パネル展示

新発田市 ７月 新発田市庁舎 北朝鮮による拉致問題を考える巡回パネル展の実施 新潟県共催

長岡市 ９月13日～９月22日 ながおか市民センター
特定失踪者と拉致問題を考えるパネル展（長岡市出身特定失踪者の中村三奈子さんを中心とした特
定失踪者、拉致被害者のパネル展示）

新潟県共催

長岡市 12月2日～12月16日 ながおか市民センター
特定失踪者と拉致問題を考えるパネル展（長岡市出身特定失踪者の中村三奈子さんを中心とした特
定失踪者、拉致被害者のパネル展示）

新潟県共催

長岡市 11月６、７、９～12日 長岡市川崎コミュニティセンター
拉致問題を考えるパネル展
後援：長岡市

実施主体：川崎コミュニティ推進会議
新潟県共催

柏崎市 6月10日～22日 柏崎市役所１階ロビー 拉致問題を考えるパネル展 新潟県共催

加茂市 ３月８日～３月22日 加茂市役所１階　ロビー
拉致問題を考える巡回パネル展
・展示内容：拉致被害者等の写真パネル

新潟県共催

刈羽村 ３月２日～３月１５日 刈羽村生涯学習センター｢ラピカ｣ 拉致問題に関する写真等パネル展示　 新潟県共催

新潟県
新潟市

新潟日報社
12月18日～19日

新潟日報メディアシップ
(新潟市）

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

署名活動：救う会新潟

講座（学習会）
市民向け

パネル・写真展示・企画展

15 新潟県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

南魚沼市 ２月８日～２月21日 南魚沼市図書館 拉致問題を考える巡回パネル展 新潟県共催

見附市 　11月16日～24日 まちの駅ネーブルみつけ パネル展の実施 新潟県共催

DVD放映
（常時）

新潟県 12月18日～19日
新潟日報メディアシップ

(新潟市）
アニメ「めぐみ」上映
（パネル展示と同時開催）

加茂市 11月１日～12月31日 加茂市庁舎
啓発週間ポスターの掲示
・ポスター掲示数　１部

五泉市 12月 五泉市役所本庁舎ほか 啓発週間ポスターの掲示及びチラシの設置・配布
新津人権擁護委員協議会
五泉部会

三条市
10月7日～11月14日
11月25日～12月16日

令和4年3月18日～掲示中
三条市役所本庁舎等 「忘れるな拉致　県民集会」、特定失踪者問題調査会等啓発ポスターの掲示 新潟県、特定失踪者問題調査会

新発田市 通年 新発田市庁舎 特定失踪者問題調査会ポスターの掲示

新発田市 1１月～１２月 新発田市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスター、チラシの掲示

新潟県 11月中旬 新潟県内の市町村
啓発週間ポスター、チラシの掲出
・配布施設数　　　約900箇所
・チラシ作成部数　4,900枚

新潟県 ３月～　 県内市町村 特定失踪者問題調査会啓発ポスターの掲出

南魚沼市 11月 南魚沼市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

小千谷市 １２月 小千谷市庁舎 新潟県作成の北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの設置・配布

小千谷市 通年 小千谷市庁舎 特定失踪者問題調査会作成のポスターの掲示（更新）

見附市 11月22日～12月16日 見附市役所1階 北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示及びチラシ設置

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

小千谷市 １１月２５日～
小千谷市内
（全戸配布）

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知・啓発
・広報誌「広報おぢや」（12月号）配布数13,000部

上越市 12月 上越市内全世帯

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

燕市 12月3日～12月16日 燕市役所エントランス
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
・チラシ配布部数　30枚

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

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

啓発資料

広報誌

パネル・写真展示・企画展

掲示
列車、地下鉄、バス中吊り広告

15 新潟県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

掲示
列車、地下鉄、バス中吊り広告

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

上越市 12月2日ほか 上越市内

・実施主体　上越市
・放送時間帯　17:05～17:15
・放送回数　複数（生・再放送）
・放送内容　市関係の特定失踪者の紹介、拉致問題巡回写真パネル展の案内など
・放送局　エフエム上越

新潟県 毎月１回 新潟県内 新潟日報「県からのお知らせ」欄でパネル展とはじめとする啓発活動の開催告知

新潟県 12月上旬～中旬 県内
啓発週間啓発広報の放送
・ラジオスポット放送及び60秒CM、テレビ60秒CM
・放送局　新潟放送（ラジオ・テレビ）、　　　　　　FM新潟（ラジオ）

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

新潟県 11月中旬～下旬発行 県内
啓発週間の啓発広告を掲載
・雑誌名および発行数
　ｷｬﾚﾙ12月号（42,000部）、　フリーペーパー「assh」11/25号（519,000部）

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

新潟県
長岡市

12月1日～16日
・アオーレ長岡（長岡市役所庁舎）大型モニター

・まちかどビジョン（駅前交差点）
・新潟県庁内デジタルサイネージ

啓発週間を周知するスライド画像の放映

掲示
懸垂幕等

新潟県 通年
新潟県庁

県内12地域振興局

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

粟島浦村 R3.４．１～R4.３．３１ 粟島浦村役場 問題提起に貢献 粟島浦村議会

新潟県 12月、3月 新潟県庁・市町村
ブルーリボン着用等の協力依頼
・ＨＰにおいて、啓発週間におけるブルーリボンバッジ着用の呼びかけ
・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

上越市 12月10日～16日 上越市役所内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に、全職員に対して庁内グループウェアを通じて関係団体によるブ
ルーリボン運動を周知するとともに、既存バッジの購入斡旋と着用協力を周知

長岡市 12月 長岡市役所庁舎内 ブルーリボンを作成し、職員に配付、着用依頼

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

その他 長岡市 通年 ながおか市民センターほか３か所
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か所

ブルーリボンバッジの着用

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

15 新潟県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会
DVD上映会

パネル・写真放映（常時）
ブルーリボンバッジの着用

富山県 12月5日 パレブラン高志会館

・講師　横田 拓也氏
・参加人数　約100人
・アニメ「めぐみ」の放映
・県作成のパネルを展示

救う会富山
拉致議連
富山県市長会
富山県町村会
富山県人権擁護委員連合会

富山県 12月10日～16日 アピタ富山店 ショッピングセンターの催事場に県作成のパネルを展示 救う会富山

富山市 12月13日～16日 富山市庁舎
・パネル展示、黒部川河口で発見された水中スクーターの展示
・アニメ「めぐみ」のDVD上映

救う会富山
富山人権啓発活動地域ネットワーク協議会

入善町 1月14日～1月20日 入善町民会館 北朝鮮人権侵害問題啓発パネル展の開催

DVD放映
（常時）

富山県 12月10日～16日 庁舎内 県民サロンにアニメ「めぐみ」を常時放映

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

高岡市 10月7日～12月5日
高岡市役所本庁舎

高岡市内
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」講演会・ビデオ上映会ポスターの掲示及びチラシの配布
・チラシ配布部数　200枚

救う会富山

魚津市 11月～12月上旬 魚津市庁舎 富山県から送付のあった北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関するポスターの掲示

氷見市 12月1日～12月16日 氷見市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 救う会富山

滑川市 12月 滑川市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

黒部市 12月10日～12月16日
黒部市庁舎

宇奈月市民サービスセンター
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

上市町 12月1日～12月31日 上市町庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

入善町 11月～12月 入善町役場 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲出

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

氷見市 12月 氷見市内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の情報を掲載

朝日町 11月 朝日町内 広報誌配布部数（11号）　4,500部

掲示
懸け垂れ幕等

富山市 12月13日～16日 富山市庁舎 ・富山市庁舎前に懸垂幕を設置

広報誌

富山県

啓発資料

パネル・写真展示・企画展

16
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

演劇公演・
コンサート

金沢市
令和４年１月２９日

（中止）
金沢市アートホール

・北朝鮮向けラジオ放送公開収録
「ふるさとの風」「しおかぜ」共同収録

内閣官房拉致問題対策本部事務局、石川県

ｗｅｂ関連
ホームページ

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

石川県
金沢市

12月10日
石川県金沢市

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

金沢地方法務局、石川県人権擁護委員会連合会、
救う会石川

加賀市 12月10日 市内商業施設３か所 人権週間における人権擁護委員による啓発物品の配付（拉致問題理解促進含む。） 小松人権擁護委員協議会加賀部会

パネル・写真展示・企画展 石川県 12月10日～12月16日 石川県行政庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスター、写真等の展示

石川県
県内市町

12月10日～12月16日
石川県庁舎
県出先機関

県内市町庁舎

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

七尾市 １２月１日～１２月１６日 各地区コミュニティセンター ・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示

加賀市 12月1日～12月28日 市庁舎及び地区会館等 啓発ポスターの掲示及び啓発冊子の展示

能美市 　12月1日～12月16日 辰口図書館 ・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設置

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
七尾市 １２月１日～１２月１６日 七尾市内

・ケーブルテレビ文字放送
北朝鮮人権侵害問題啓発週間及び拉致問題について文字放送で啓発

ブルーリボンバッジの着用 石川県 12月10日～12月16日 石川県議会庁舎 ・知事ほか幹部職員、県議会議員が人権週間中の議会において着用

　その他 津幡町 　12月4日～12月10日 　津幡町役場　庁舎 ・人権週間にあわせて、啓発グッズの配布 津幡町人権擁護委員会

街頭啓発活動

17

啓発資料

石川県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会 福井県 7月17日 大野市文化会館　大ホール
　地村保志氏による講演会およびアニメ「めぐみ」・「拉致被害者メッセージ」の上映　※コロナ感染拡大
につき中止

大野市

ｗｅｂ関連
ホームページ

福井県 7月 福井県健康福祉部地域福祉課ホームページ
アニメ「めぐみ」へのリンク、拉致問題啓発資料、県の主な支援策、ブルーリボン運動、北朝鮮人権侵害
問題啓発週間、拉致問題の経緯についての情報を掲示

街頭啓発活動 福井県 12月10日～12月12日
福井駅東口広場、アピタ福井大和田店、おばま

ショッピングセンター
啓発物品やブルーリボンの配布
拉致問題に関する証拠品や資料の展示

福井県警察
福井地方法務局
福井県人権擁護委員連合会

パネル・写真展示・企画展
北朝鮮に拉致された日本人

を救う福井の会
12月1日～12月14日 市庁舎

拉致被害者の写真パネルの展示
主催団体の活動内容のパネル展示

大野市
小浜市

啓発資料 小浜市・小浜警察署 12月 小浜市役所ロビー 「美浜事件」の遺留品等を展示

広報誌 池田町 12月
広報誌

CATV文字放送
広報誌「南えちぜん」（１２月号）に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について掲載
CATV文字放送で拉致問題について啓発

掲示
懸け垂れ幕等

鯖江市
鯖江地区人権擁護委員連

合会
12月3日～12月16日 市庁舎 拉致問題解決を呼びかける横断幕を掲示

ブルーリボンバッジの着用 福井県 12月10日～12月16日 福井県議会等 県職員が、県議会等でブルーリボン等を着用

18 福井県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

山梨県 通年 山梨県ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

パネル・写真展示・企画展 甲府市

①令和3年7月6日～7月18日
②令和3年8月11日～8月16日
③令和3年9月13日～9月26日
④令和3年11月4日～11月17日
⑤令和3年12月2日～12月15日
⑥令和4年2月3日～2月16日

①市立図書館
①中央公民館

②総合市民会館
③東公民館
③西公民館

③北東公民館
④中道公民館
⑤北公民館
⑤南公民館

⑥市役所本庁舎
⑥南西公民館

北朝鮮人権侵害問題啓発パネル及びポスター掲示、チラシの配布

啓発資料
山梨県・

県内各市町村
11月～12月 各庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

韮崎市
1月1日～1月31日

（広報1月号）
全戸配布及び公共施設等での配布 市広報誌にて拉致問題についての政府のＨＰ等を掲載した。

富士川町
1月1日～1月31日

（広報1月号）
全戸配布及び公共施設等での配布 町広報誌にて拉致問題についての政府のＨＰ等を掲載した。

小菅村
12月1日～12月31日

（広報12月号）
全戸配布及び公共施設等での配布 村広報誌にて拉致問題についての政府のＨＰ等を掲載した。

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
山梨県 12月1日

山梨日日新聞、読売新聞、朝日新聞、産経新聞、毎
日新聞

「県からのお知らせ（令和3年12月分）」
北朝鮮による日本人拉致問題を風化させないための啓発記事を左記の５紙に掲載

拉致問題対策本部事務局

ブルーリボンバッジの着用 山梨県 12月10日～12月16日 知事や部局長等がブルーリボンバッジを着用し、救出の意思を示した。

広報誌

山梨県19
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

長野県
長野市

7月31日
長野市

（若穂隣保館）
・DVDアニメ「めぐみ」の上映
・参加者　13人

内閣官房拉致問題対策本部

長野県
長野市

7月31日
長野市

（豊野隣保館）
・DVD「めぐみ―引き裂かれた家族の30年―」の上映
・参加者　21人

内閣官房拉致問題対策本部

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

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

東御市 通年 東御市公式ホームページ 内閣官房拉致問題対策本部のサイトにジャンプできるようにしている 　

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

長野県 12月10日～16日
長野市

（県庁県民ホール）
広く同問題についての関心と認識を深めるため、県庁県民ホールにてパネル展示を実施 　

安曇野市 12月7日～12月24日　
安曇野市

（貞享義民記念館企画展示室）
人権に関するパネル展示において、日本における様々な人権課題として拉致問題を含めた展示を行っ
た

DVD放映
（常時）

長野県 12月10日～16日
長野市

（県庁県民ホール）
広く同問題についての関心と認識を深めるため、県庁県民ホールにてアニメ「めぐみ」を放映（期間中常
時上映）

松本市 12月3日～12月16日
松本市

（Ｍウイング２階ふれあいロビー）
・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

須坂市 11月～12月
須坂市本庁舎、人権交流センター、生涯学習セン

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

長野地方法務局

伊那市 12月10日～12月16日 伊那市役所、総合支所2か所、支所6か所
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・ポスター9枚

　

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

中野市 12月１日～12月31日
中野市人権センター
豊田人権センター

啓発週間に合わせて、周知ポスターを掲示 　

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

　

千曲市 11月～12月
千曲市庁舎内

公民館
法務局から配布された啓発週間ポスターを掲示
・掲示部数　10枚

東御市 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

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

立科町 12月10日～12月20日
立科町

（たてしな人権センター）
ポスター掲示

富士見町 12月10日～12月24日 富士見町役場庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

大桑村 12月1日～12月31日 大桑村役場庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

麻績村 12月 役場庁舎　玄関ホール等 啓発週間ポスターの掲示 　

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ

DVD上映会

パネル・写真展示・企画展

20 長野県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

茅野市 12月号 茅野市内
広く同問題についての関心と認識を深めるため、広報誌を媒体として周知・広報を実施。
・配布物　茅野市広報誌「広報ちの」
・発行部数　18,650部

　

軽井沢町 12月1日 軽井沢町内

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

　

長野県 12月 長野県内 知事、副知事など県幹部をはじめ職員がバッチを着用

中野市 12月1日～12月31日 中野市職員 啓発週間に合わせて、ブルーリボンバッチの着用

軽井沢町 12月10日～12月16日 軽井沢町役場庁舎他
拉致被害者の救出への意思を表明するため、軽井沢町職員及び町議会議員でブルーリボンを着用し
た。

その他 長野市 8月18日～8月25日
長野市

（松代東条児童センター）
・DVD「めぐみ―引き裂かれた家族の30年―」を貸し出した。 長野市社会福祉協議会

広報誌

ブルーリボンバッジの着用

20 長野県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

岐阜県 通年 岐阜県ホームページ
・県に関係する、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない方々の掲載
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間、ブルーリボン運動の周知
・署名活動に対する協力呼びかけ

パネル・写真展示・企画展 岐阜県 令和3年12月4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（人権施策推進担当課主催）の中で、拉致問題啓発パネル・ポスターの展示、
リーフレットの配布

啓発資料 岐阜県 令和３年11～12月
県庁舎内

県総合庁舎内
法務省及び内閣官房から配布されるポスターの掲示、チラシの配布

館内放送 岐阜県 令和３年12月10～16日 県庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせ、拉致問題について周知する館内放送を実施

ブルーリボンバッジの着用 岐阜県 令和３年12月10～16日 県庁舎内
北朝鮮人権侵害問題啓発週間中の県議会開催時における、知事・副知事・県幹部職員及び県議会議
員のブルーリボンバッジ着用

21 岐阜県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

DVD上映会 静岡県 12月23日 クリエート浜松
・映画「めぐみ」の上映
・政府の取組説明

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

ｗｅｂ関連
ホームページ

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

静岡県 12月
静岡県庁、県総合庁舎

（静岡県内各地）
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

御殿場市 12月4日～12月10日 御殿場市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

袋井市 11月4日～12月16日 袋井市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスターの掲示

下田市 12月10日～12月16日 下田市役所 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

静岡県 12月 静岡県内 知事、副知事、関係部局長が12月議会で着用したほか、職員に啓発週間での着用を呼びかけた。

富士市 12月10日～12月16日 富士市庁舎
市長、副市長、教育長、福祉こども部長、福祉総務課職員がブルーリボンを身に付け日本人拉致問題
の啓発を行った。

函南町 12月10日～12月16日 函南町庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせ職員及び町議会議員にブルーリボンの着用を啓発

啓発資料

静岡県

ブルーリボンバッジの着用

22
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会
DVD上映会

大府市 2月11日 おおぶ文化交流の杜allobu

・映画「めぐみへの誓い」の上映
・講演「特定失踪者の家族からのメッセージ」
（講師：市内在住吉見美保さん）
・参加人数125人

・愛知県
・特定失踪者家族会愛知県支部
・内閣官房拉致問題対策本部事務局

愛知県 通年 愛知県Web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

大府市 12月27日～2月13日 市公式ウェブサイト
・2月7日～13日実施のパネル・写真展示の事業PR
・2月11日実施の講演会・集会、DVD上映会の事業PR

ｗｅｂ関連
Facebook

大府市
1月5日
2月7日

市公式SNS
・2月11日実施の講演会・集会、DVD上映会の事業PR
・2月7日～13日実施のパネル・写真展示・企画展の事業PR

愛知県 11月12日～12月8日 愛知県図書館 ・あさがおの会から借用したパネル展示とパンフレット、チラシの配架

愛知県
11月26日～12月17日
12月10日～12月16日

愛知県本庁舎、西庁舎
愛知県本庁舎地下通路

・啓発週間ポスターを掲示

愛知県 12月10日～12月16日
愛知県本庁舎
（正面玄関）

・啓発週間に関する看板を掲示

大府市 2月7日～2月13日
大府市役所

市民健康ロビー
・拉致問題対策本部及び特定失踪者家族会から借用したパネル展示とパンフレット、チラシの配架

・愛知県
・特定失踪者家族会愛知県支部
・内閣官房拉致問題対策本部事務局

愛知県 12月10日～12月16日 あいち人権啓発プラザ
・北朝鮮による拉致問題企画展の開催
（展示内容：拉致問題に関するポスター、年表等の掲出、関連書籍・パンフレットの設置・貸出、アニメ
「めぐみ」や「拉致問題解決を求める国際社会の声」の映像上映）

DVD放映
（常時）

愛知県 12月10日～12月16日
愛知県本庁舎

（1階休憩コーナー）
・アニメ「めぐみ」や「拉致問題解決を求める国際社会の声」の映像上映

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

・法務省

豊橋市 12月9日～12月17日 豊橋駅地下アドケース
・横田めぐみさん着物姿の写真が掲載されたポスター、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスター
の掲示

・法務省

豊橋市 12月10日～12月16日
中央図書館

総合福祉センター
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスターの掲示 ・法務省

刈谷市 12月 刈谷市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスターの掲示

稲沢市 12月10日～12月16日 　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 ・法務省

尾張旭市　 12月10日～12月16日

尾張旭市役所
スカイワードあさひ
渋川福祉センター
東部市民センター

新池交流館ふらっと

・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

日進市　 12月1日～12月16日
日進市庁舎

日進市立小中学校
日進市立図書館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

あま市 12月10日～12月16日
あま市役所本庁舎

あま市役所甚目寺庁舎
・国から送付された啓発ポスターの掲示

ｗｅｂ関連
ホームページ

23

啓発資料

愛知県

パネル・写真展示・企画展・企画展
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

愛知県 2021年11月（号） 県広報誌 ・「あいち人権情報」24号に啓発週間についての告知を掲載

愛知県 2021年12月（号） 県広報誌 ・「広報あいち12月号」に啓発週間についての告知を掲載

大府市
2022年1月（号）
2022年3月（号）

広報おおぶ
・2月11日実施の講演会・集会、DVD上映会、2月7日～13日実施のパネル・写真展示・企画展の事業
PR
・2月7日～13日実施のパネル・写真展示の事業PRのPhotoTopics掲載

蟹江町 2021年12月（号） 町広報誌 ・蟹江警察署からの依頼で、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知する記事を町広報誌に掲載 ・蟹江警察署

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
大府市

2月10日
2月12日

中日新聞知多版
・2月7日～13日実施のパネル・写真展の事業実施掲載
・2月11日実施の講演会・集会、DVD上映会の事業実施掲載

館内放送 愛知県 12月10日
愛知県本庁舎、西庁舎、

自治センター
・啓発週間に関する放送を、庁舎内で行った

ブルーリボンバッジの着用 愛知県 12月10日～12月16日 愛知県内 ・ブルーリボンバッジを県幹部職員が着用することにより、普及啓発を行った

図書コーナー 愛知県 通年 あいち人権啓発プラザ ・拉致問題啓発関係書籍の配架

その他 愛知県 12月10日 愛知県内
・啓発グッズを媒体とする周知（啓発週間）を実施
・配布物　ポケットウェットティッシュ
・配布数　1,000個

23 愛知県

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会
DVD上映会

パネル・写真展示・企画展
三重県 12月4日 大山田コミュニティプラザ

政府等との共催により、県民を対象としたつどいを開催した。
（第１部）
拉致被害者ご家族及び三重県に関わりのある拉致の可能性を排除できない行方不明者のご家族から
の訴え、講演会　など
（第２部）
啓発ＤＶＤの上映
（その他）
啓発用パネルの展示
・実施主体  政府拉致問題対策本部、三重県、三重県議会北朝鮮拉致問題解決促進議員連盟

三重県
①通年
②12月

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

いなべ市 12月上旬～ いなべ市ホームページ 啓発週間の趣旨

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

三重県 12月11日～19日 三重県人権センター　アトリウム 啓発用パネル（県及び拉致問題対策本部事務局作成等）等の展示を行った。

三重県 12月11日～19日 三重県人権センター　アトリウム 啓発用パネルの展示に合わせて，横田めぐみさんご家族のミニ写真展を行った。 あさがおの会

DVD放映
（常時）

桑名市 12月10日～16日
桑名市人権センター

企画展示室
アニメDVD「めぐみ」適宜上映
・実施主体　桑名市

三重県及び県内各市町 通年
三重県内

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

三重県及び県内各市町 11月～12月
三重県内

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

松阪市 12月11日～15日 松阪市役所庁内 ・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

伊勢市 12月 伊勢市内
・配布物　広報誌「広報いせ」（12月１日号）
・配布数　約54,400部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

鳥羽市 12月1日発行
啓発週間周知記事を掲載し、各戸配布を行った。
（作成部数：7900部）

鳥羽警察署

志摩市 １２月 志摩市内
・配布物　　広報誌「広報しま」（12月号）
・配布数　　18,000部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

三重県 11月16日 三重県内 ＦＭ三重で、当該週間の趣旨及びパネル展の案内等について放送した。

鳥羽市 12月10日～12月16日 啓発週間に合わせ、文字放送を実施   （放送局：ZTV伊勢放送局）

志摩市 12月1日～16日 ケーブルテレビ文字放送 ＣＡＴＶ志摩市行政チャンネルにおける文字放送での周知・啓発

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

松阪市 12月10日～16日 松阪市役所庁内 内閣官房が作成したポスターをデジタルサイネージにて掲出した。

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

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

図書コーナー 鳥羽市 11月27日～12月12日 鳥羽市立図書館 人権週間に合わせ、関係図書を特設コーナーに展示

ｗｅｂ関連
ホームページ

パネル・写真展示・企画展

広報誌

啓発資料

掲示
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】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

栗東市 11月24日～12月28日 　 啓発週間趣旨、啓発事項、啓発週間ポスター画像の掲載

湖南市 12月1日～31日 啓発週間趣旨、啓発事項を掲載

湖南市 12月1日～31日 啓発週間趣旨、啓発事項を掲載

長浜市 12月10日～12月16日 啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載

草津市 12月6日から無期限
啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載
法務省の関連ページにリンク

彦根市 12月6日～10日 市庁舎 人権週間に関するパネル展示の中で関連パネルを展示 　

長浜市 12月10日～12月16日 ながはま文化福祉プラザ１階展示スペース 拉致問題啓発パネルを展示

滋賀県 12月10日～12月16日 県庁県民サロン 啓発週間パネルおよび拉致問題関係パネルの展示

高島市 11月～12月 高島市本庁、各支所等施設 本庁および支所、公民館等へ啓発週間ポスターの掲出

米原市 12月10日～12月16日 市内7か所 市内公共施設で啓発週間ポスターの掲出

日野町 12月 町内 啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを配布

豊郷町 11月～12月 町役場庁舎内 啓発ポスターの掲載

守山市 11月～12月 守山市内 啓発週間ポスターの掲出

栗東市
11月中旬～12月17日
11月13日～11月25日

栗東市役所内、福祉施設ゆうあいの家 啓発週間ポスターを掲示 福祉施設

湖南市 11月～12月 湖南市内 啓発週間ポスターの掲出

草津市 11月下旬～12月中旬 湖南市内 啓発週間ポスターを掲示

滋賀県 11月～12月 県内
滋賀県内にて啓発週間ポスターを配布し、掲出
配布数　650部
配布先　県機関、県内学校、警察、市町

県機関、県内学校、警察、市町

大津市 11月～12月 明日都浜大津、 啓発週間ポスターを掲示

彦根市 11月～12月 市内公共施設 啓発週間ポスターを掲示

彦根市 12月 市庁舎 国際シンポジウム開催チラシを設置

25 滋賀県

パネル・写真展示・企画展

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

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

　

米原市 12月
広報まいばら12月号への掲載
配布数　約14,000部
内   容　啓発週間趣旨、啓発事項について

竜王町 12月
広報りゅうおう（12月号）への掲載
内容　人権週間の記事とあわせて掲載

栗東市 12月

広報誌による周知・広報
配布物　広報りっとう（12月号）
配布数　29,000部
内   容　啓発週間趣旨、啓発事項

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

草津市 12月1日号 市内公共施設
広報誌を媒体とする周知・広報の実施
配布数　57,507部

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

草津市 12月1日～16日 南草津駅 JR南草津駅電光掲示板に掲示 ＪＲ

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

その他 滋賀県 12月10日～12月16日
職員用ポータルサイト内掲示板にて拉致週間趣旨およびパネル展示の案内、ブルーリボン着用
の協力依頼を掲載

25 滋賀県

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

京都府 通年 京都府ホームページ ・啓発週間の趣旨、啓発事項 　

京都府 11月13日～3月31日
WEB版

「京都ヒューマンフェスタ2021特設サイト」
・京都府関係の拉致被害者及び日本政府認定の拉致被害者を中心としたパネルを展示

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

京田辺市 通期
【京田辺市】

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

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

　

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

京都府 12月14日～16日 京都府本庁舎 ・拉致問題の概要や京都府関係の拉致被害者や特定失踪者に関するパネルや写真の展示
横田めぐみさん等
被拉致日本人を救出する京都会

DVD放映
（常時）

京都府 11月13日 京都テルサ ・拉致問題特設ブースにて、アニメ「めぐみ」を常時放映

京都府及び
府内各市町村

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

宇治市 8月19日 宇治市文化センター ・啓発ポスターの掲示
城南人権擁護委員協議会
宇治市部会

京丹波町 12月4日 山村開発センターみずほ ・京丹波町人権映画会　会場において啓発ポスターを掲示 　

精華町
12月1日～
3月31日

精華町役場 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示1枚

長岡京市 １２月 長岡京市庁舎 ・法務省作成の北朝鮮人権侵害問題啓発週間広報用ポスターの掲示

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

宮津市 12月 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

　

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

　

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

京都府 12月6日～12日 京都府内全域
・４０秒枠を計7回放送
・KBS京都「きょうとほっと」

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

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

京田辺市 11月～12月
【京田辺市】

来客者向け案内ビジョンによる周知・広報
・京田辺市役所来客者向け案内ビジョンによる周知・広報を実施。

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

広報誌

ｗｅｂ関連
ホームページ

26 京都府

パネル・写真展示・企画展

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

懸け垂れ幕等 城陽市 １１月１９日～１２月１６日 城陽市役所西庁舎２階掲示板 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
京都地方法務局
京都府人権擁護委員連合会

ライトアップ 京都府 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

館内放送 京都府 12月10日 京都府本庁舎 ・啓発週間の趣旨、啓発事項

ブルーリボンバッジの着用 京都府 12月6日～10日 京都府議場 ・12月の本会議中に、理事者に対して着用を呼びかけ

その他 京田辺市 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した。

26 京都府
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

熊取町 12月12日 町民会館ホール 拉致被害当事者の蓮池薫氏を招聘し講演会を実施
熊取町教育委員会・
熊取町人権協会・
人権啓発活動泉州地域ネットワーク協議会

四條畷市 12月18日 四條畷市民総合センター
「夢と絆」　講師　蓮池薫さん　         入場者420人に「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」の冊子を配布

　

東大阪市 12月18日
クリエイション・コア東大阪　南館３階　クリエイターズ

プラザ技術交流室A・B

講演「拉致問題の本質とは」
講師　横田拓也（北朝鮮による拉致被害者 横田めぐみさんの弟、北朝鮮による拉致被害者家族連絡
会代表）
対談　横田拓也、三田友梨佳（フジテレビアナウンサー）

東大阪市教育委員会
世界人権宣言東大阪連絡会議
東大阪市人権啓発協議会

大阪府 1月30日 ピースおおさか

・アニメ「めぐみ」・拉致被害者ご家族ビデオメッセージを上映
・事前予約者：71名
・当日来場者：31名
（うちアンケート回答者：30名）

政府拉致問題対策本部
大阪市
府内全市町村

和泉市 11月17日
和泉市社会福祉協議会

会議室
・北朝鮮拉致問題について説明
・DVD「めぐみ」上映

　和泉市社会福祉協議会

柏原市 12月8日～12月17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

吹田市 12月8.9.11.12.15.16日 吹田市立平和祈念資料館 アニメ「めぐみ」を上映 　

泉南市 12月8日～12月12日 イオンモールりんくう泉南２階イオンホール 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 　

阪南市 12月4日
阪南市立文化センター

大ホール内
アニメ「めぐみ」上映

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

藤井寺市 12月14日～12月18日 市役所1階ロビー ・アニメ「めぐみ」上映　

和泉市 12月10日～3月31日　 和泉市ホームページ ・掲載内容　啓発事項

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

大阪狭山市 11月～12月 大阪狭山市ホームページ ・啓発週間の周知

河内長野市 12月1日～12月17日 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

岸和田市 随時 岸和田市ホームページ 岸和田市公式ウエブサイトに啓発記事を掲載

熊取町 10月28日～12月12日 熊取町ホームページ 蓮池薫氏講演会の広報周知と合わせて、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知 　

吹田市 通年 吹田市ホームページ ・掲載内容　拉致問題・啓発週間等の周知

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

高槻市 11月27日～12月17日 高槻市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

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

東大阪市 11月18日～12月18日 東大阪市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と講演会の案内を掲載

ｗｅｂ関連
Twitter

東大阪市 12月2日～12月18日 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

ｗｅｂ関連
ホームページ

講演会・集会

DVD上映会

27 大阪府
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

和泉市 12月10日 和泉市内
・掲載内容　啓発事項
 (Facebook・LINE)

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

東大阪市 12月2日～12月18日 東大阪市Facebook ・Ｆａｃｅｂｏｏｋにて北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知と講演会の案内を掲載

ｗｅｂ関連
メールマガジン

和泉市 12月9日 和泉市内
・情報発信メール「いずみメール」
・掲載内容　啓発事項

署名活動 熊取町 12月12日 町民会館ホール 蓮池薫氏講演会会場のパネル展ブースに署名用紙を配置 　

大阪府 12月4日～12月16日 大阪府立中央図書館
・「人権展」における拉致問題啓発パネルの展示
・実施主体　大阪府

泉大津市 12月13日～12月17日
泉大津市庁舎

1階ロビー
拉致被害者の思い出や北朝鮮拉致被害者救出運動等の写真パネルの展示

大阪狭山市 12月5日～10日
大阪狭山市立公民館

展示フロア

12月4日～10日の人権週間に併せて、大阪狭山市立公民館において、リバティおおさかと共催で巡回
パネル展「部落問題を考える」、大阪府教育庁との共催で、「識字・日本語教室パネル展」を実施した会
場内で、北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスターを掲示した。
期間中の来館者数：延べ４１６人

大阪人権博物館
大阪府教育庁

河内長野市 11月1日～12月17日
河内長野市庁舎

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

熊取町 12月12日 町民会館ホール 政府拉致問題対策本部が作成したパネルを使用し、パネル展をおこなった 政府拉致問題対策本部

吹田市
12月6日～12月10日

12月11日～17日
12月21日～27日

吹田市役所正面玄関ロビー
南山田市民ギャラリー

千里ニュータウンプラザ
・展示内容　拉致被害者に関するパネル等

泉南市 11月4日～12月16日 泉南市立樽井公民館 パネル展の開催（オンラインパネル展も開催）

高石市 12月20日～24日 高石市役所ロビー 拉致被害者に関するパネル展示 大阪府

千早赤阪村 12月3日～10日
千早赤阪村内
くすのきホール

・掲載内容　拉致問題に関するものを含む人権全般

富田林市 12月11日 すばるホール 人権週間イベント　「2021とんだばやし人権フェア」において、拉致問題啓発パネル等の展示
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）

羽曳野市 12月3日～12月16日　 市役所庁舎
・北朝鮮拉致問題に関するパネル展示
・啓発物品配布

羽曳野警察署

枚方市 12月23日 枚方市総合文化芸術センター
北朝鮮人権侵害問題啓発週間事業として「拉致問題を考えるパネル展」を実施
・実施主体　枚方市・特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会

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

藤井寺市 12月14日～12月18日 市役所1階ロビー ・北朝鮮当局による人権侵害問題パネルの掲示（内閣府・大阪府データ提供） 　

箕面市 12月1日～12月16日
西南図書館、

かやのさんぺい橋

以下7種のパネル展示
①「北朝鮮による日本人拉致問題」（タイトルパネル）
②「政府の取り組み」
③「国を超えた取り組み」
④「拉致問題の解決に向けて」
⑤「府内市町村の取り組み」
⑥年表パネル2種

　

ｗｅｂ関連
Facebook

パネル・写真展示・企画展

27 大阪府
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

守口市 12月9日～24日 守口市庁舎 啓発パネルをデータ化し、テレビを利用して繰り返し映写　　　　　　　　　　・ 　

八尾市 12月13日～12月17日
八尾市役所本館１階

市民ロビー
・パネル枚数　48枚

泉大津市 12月13日～12月17日
泉大津市庁舎

1階ロビー
ＤＶＤ：アニメ「めぐみ」の上映
参加人数：200人

　

河内長野市 12月1日～12月17日
河内長野市庁舎

エントランスホール
アニメ「めぐみ」をエントランスホール設置のテレビで放映

四條畷市
2021年12月13日

～2021年12月18日
四條畷市民総合センター

ロビー

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

太子町 12月10日～12月16日 太子町役場　1階　ホール
・DVDアニメ「めぐみ」
・開庁時間の午前9時～午後5時30分の間、常時上映

　

羽曳野市 12月3日～12月16日　 市役所庁舎 ＤＶＤアニメ「めぐみ」放映

枚方市 12月23日 枚方市総合文化芸術センター
「拉致問題を考えるパネル展」に合わせアニメ「めぐみ」を常時放映
・実施主体　枚方市・特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会

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

守口市 12月9日～17日 守口市庁舎 テレビを利用しアニメ「めぐみ」DVDを繰り返し上映

大阪府 12月10日
曽根崎警察署地下　大阪府警察コミュニティープラ

ザ前
（大阪市北区）

・啓発資料を配架物コーナーに設置
・配架物　啓発チラシ
・配架数　100枚

大阪市
曽根崎警察署

池田市 12月 池田市役所庁舎 広報いけだ１月号にてアニメ「めぐみ」・拉致被害者ご家族ビデオメッセージ上映会の案内チラシを設置

泉大津市 11月29日～12月17日
泉大津市役所1階ロビー

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
ポスター掲示枚数　33枚

法務省

泉大津市 通年
泉大津市庁舎

1階ロビー
拉致被害者救出パンフレット 大阪ブルーリボンの会作成分

柏原市 12月8日～12月1７日 　柏原市立男女共同参画センター 啓発週間ポスターの掲示

交野市 　11月26日～12月16日
・交野市役所本館

・交野市立保健福祉総合センター　他2か所
　・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・ポスター掲示部数　各１部

門真市 通年
門真市役所

人権市民相談課
啓発コーナー

大阪ブルーリボンの会作成の啓発リーフレットを配架 　

門真市 12月10日～12月16日
門真市内
公共施設

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・掲示数：市内公共施設60ケ所

岸和田市
掲示依頼：12月

（掲出期間は設けていない）
市内公共施設約50ヶ所 市内公共施設約50ヶ所に掲示依頼 大阪法務局

熊取町 12月12日 町民会館ホール
政府拉致問題対策本部が作成した「北朝鮮による日本人拉致問題～一日も早い帰国実現に向けて！
～」、「すべてほ拉致被害者の帰国をめざして～北朝鮮側主張の問題点～」蓮池薫氏講演会会場のパ
ネル展とともに配置

政府拉致問題対策本部

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

　

DVD放映
（常時）

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

吹田市 12月 吹田市役所
・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

摂津市 12月1日～12月16日
摂津市役所

4階　人権女性政策課前
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・ポスター掲示枚数　1枚

　

泉南市 12月5日 泉南市立文化ホール 人権週間「市民の集い」の会場にポスターを掲示

泉南市 12月10日～12月16日 公共施設等 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターを掲示

大東市 通年 大東市役所本庁舎内 ・内閣官房拉致問題対策本部作成ポスターの掲示

高槻市 12月10日～12月16日 高槻市内関係施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・掲示枚数　42枚

大阪法務局

田尻町 12月10日～12月16日 田尻町内
・大阪法務局から配布のあった「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」等に係るポスターを町内公共施設及
び南海本線吉見ノ里駅の人権啓発コーナーに掲示

忠岡町 令和3年12月～ 忠岡町役場
・アニメ「めぐみ」上映会のチラシを配架
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発物品配架

千早赤阪村 12月 千早赤阪村内 ・掲載内容　法務省啓発人権ポスターの掲出 　

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

富田林市 12月10日～12月16日 富田林市庁舎及び各公共施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・ポスター掲示部数　40枚

大阪法務局人権擁護部、大阪府人権擁護委員連合
会

寝屋川市 12月１日～12月16日
・寝屋川市役所内

・寝屋川市立男女共同参画推進センター他
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

能勢町 12月1日～12月27日 能勢町庁舎
・啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
・実施主体　能勢町
・チラシ配布部数　30枚

　

羽曳野市 12月3日～12月16日　 市役所庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 羽曳野警察署

羽曳野市 通年 市役所庁舎 啓発リーフレットの配架

阪南市 12月4日
阪南市立文化センター

大ホール内

「人権を考える市民の集い」会場内における啓発ポスター（北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する）の
掲出
映画「あん」上映

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

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

東大阪市 11月16日～12月18日 東大阪市内
・啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを配布。
・発行部数　２１０部(ポスター)　　３，５００部（チラシ）

　

東大阪市 12月4日～12月5日 児童文化スポーツセンター ・東大阪市人権週間事業平和と人権展＆識字展にて、北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

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

東大阪市 通年 東大阪市本庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

枚方市 　11月～12月 枚方市内公共施設など

・人権週間事業及び北朝鮮人権侵害問題啓発週間事業（両事業は同会場で同時開催）を掲載したポス
ター・チラシの配布
・実施主体　枚方市・特定非営利活動法人枚方人権まちづくり協会
・配布数　ポスター120枚、チラシ3000枚

特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会

藤井寺市 12月14日～12月18日 市役所1階ロビー ・拉致問題啓発パンフレット及びチラシの配架（政府　拉致問題対策本部制作）

松原市 通年 松原市役所内 大阪ブルーリボンの会作成の啓発リーフレットを配架

岬町 通年 岬町役場庁舎内 ・啓発週間ポスター掲出及び啓発冊子配架 　

箕面市 12月10日～12月16日
市役所本庁舎、
市内公共施設

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示（50枚）

守口市 随時 守口市庁舎
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
・チラシ配布部数　３０枚

池田市 1月 池田市内
広報いけだ１月号にてアニメ「めぐみ」・拉致被害者ご家族ビデオメッセージ上映会の案内掲載
※発行部数約52,000部

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

泉佐野市 12月1日～31日 泉佐野市内 　広報いずみさの１２月に１２月１０日～１６日の北朝鮮人権侵害問題啓発週間の内容を掲載

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

茨木市 12月 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 12～１月 貝塚市内

・配布物　広報かいづか
　12月号：啓発週間の周知
　 １月号：アニメ「めぐみ」上映会の周知
・配布部数　32,000部

　

柏原市 12月 柏原市内
・「広報かしわら12月号」
・内容　啓発週間の周知
・配布数　30,000部

門真市 12月 門真市内
・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 12月号 河内長野市
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

岸和田市 12月 岸和田市 市広報紙「広報きしわだ」12月号にの啓発記事を掲載 岸和田警察署

熊取町 12月 熊取町 蓮池薫氏講演会の広報とあわせて北朝鮮人権侵害問題啓発週間を周知

四條畷市 11月15日号広報紙 市内全世帯配布
・配布物　広報誌（１１月号）
・配布数　２３，０００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

島本町 12月 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１３，９００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨

摂津市 令和3年12月号 摂津市内 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知記事掲載

泉南市 12月1日～ 泉南市 市広報誌「広報せんなん」に、北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての記事を掲載

太子町 12月 太子町内
・広報誌「広報たいし」12月号
・約5,500部を全戸配布
・啓発週間の趣旨を掲載

高石市 12月号（12月6日発行） 高石市内
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について周知・広報
配布物：広報たかいし
配布数：24500

高槻市 12月 高槻市内
・広報誌「たかつきＤＡＹＳ」（１２月号）に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の記事を掲載
・配布数　　約１６万４，０００部

田尻町 12月 田尻町内
・広く同問題についての関心と認識を深めるため、町広報に「人権週間の強調事項」として掲載。
・広報たじり配布部数　3,300部

　

忠岡町 令和3年12月 広報誌 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関する啓発記事を掲載 　

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

寝屋川市 12月 寝屋川市内全域 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間

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

阪南市 12月 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

　

枚方市 11月号 枚方市内
・人権週間事業の記事掲載に併せて、「拉致問題を考えるパネル展」の記事を掲載
・配布物　広報誌「広報ひらかた」（11月号）
・発行数　 19万500部

特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会

枚方市 12月号 枚方市内
・「拉致問題を考えるパネル展」の記事を掲載
・配布物　広報誌「広報ひらかた」（12月号）
・発行数　 19万600部

特定非営利活動法人
枚方人権まちづくり協会

枚方市 1月号 枚方市内

・大阪府人権局が開催する『アニメ「めぐみ」・拉致被害者御家族ビデオメッセージ上映会』の記事を掲
載
・配布物　広報誌「広報ひらかた」（１月号）
・発行数　 19万600部

大阪府府民文化部人権局
人権企画課

箕面市 12月 箕面市内
・もみじだより12月号に掲載
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展示のお知らせ

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

八尾市 12月 八尾市内

拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、広報誌に同週
間の趣旨を記載。
・配付物　八尾市政だより12月号（11月20日号）
・発行部数　145,000冊

　

東大阪市 11月29日～12月12日 ・市政情報番組「虹色ねっとわーく」にて北朝鮮人権侵害問題啓発週間と講演会の情報を放映

八尾市 12月7日 八尾市内
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めるため、ラジオにて情
報を発信。

やおコミュニティ放送　株式会社

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

大阪府 12月13日～12月19日
ホワイティ梅田デジタル６

(Osaka Metro梅田駅構内）
電光掲示板（デジタルサイネージ）に啓発メッセージを表示（15秒×1枠）

和泉市 12月1日～12月16日 庁内 ・庁内デジタルサイネージによるポスター掲示

貝塚市 12月1日～12月16日 南海本線貝塚駅前広場 ・啓発週間の周知

摂津市 12月13日～12月16日 摂津市役所1階ロビー ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

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

東大阪市 12月2日～12月17日 東大阪市本庁舎 ・エレベーター前モニターにて講演会の案内を掲載

河南町 12月1日～12月16日 河南町役場庁舎
拉致問題についての関心を深めましょう　　　　　　　　　　　１２月１０日～１６日は北朝鮮人権侵害問題
啓発週間

河南町人権をまもる会

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

大阪府 12月10日～12月16日

大阪市役所（12月10日から12月13日）、大阪府咲洲
庁舎、ドーンセンター、湊町リバープレイス、ピースお
おさか、とんぼりクルーズ船、中之島図書館、和泉シ
ティプラザ、キタハマミズム（北浜テラス）（12月10日
のみ）、万博記念公園・太陽の塔、東大阪市花園ラ

グビー場

・ブルーリボンライトアップの実施
・内容　府内11施設でブルーリボンライトアップを実施

大阪府内各施設

大阪府・
和泉市

12月10日～12月16日
和泉市役所

和泉シティプラザ
・ブルーライトアップ

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

大阪府 12月10日～12月16日 大阪府議会
・９月議会会期のうち12月に開催される本会議での着用のため、ブルーリボンを作成、配布
・作成個数 ： 1500個
・配布対象 ： 議会出席者、人権局局員

和泉市 12月10日～12月16日 庁内 ・庁内および市コミュニティセンター窓口にブルーリボンバッジ配布箱を設置

熊取町 12月10日～16日
特別職および希望する町職員に、町で手作りしたブルーリボンを配布し着用。一般住民向けに、12月12
日実施の蓮池薫氏講演会会場のパネル展ブースにブルーリボンを配置

羽曳野市 1月 市役所内 救う会作成のブルーリボンバッジ及び市職員作成のブルーリボンバッジを着用希望職員に配布

東大阪市 12月
・拉致問題をはじめとする人権侵害問題についての関心と認識を深める取組として、「ブルーリボン」を
市幹部職員が着用

守口市 12月9日～17日 守口市庁舎
ブルーリボンとカードを手作りで作製。市職員課長級以上へのリボン着用を促すとともに市民向けに上
記テレビ前に設置。自由に持ち帰れるようにした。

熊取町 12月1日～12月12日 熊取図書館 蓮池薫氏講演会の実施に併せて、拉致問題に関する書籍の特設コーナーを設置 熊取図書館

島本町 12月1日～28日 人権文化センター

・実施主体　島本町
・展示内容　北朝鮮人権侵害問題啓発に関する書籍

ライトアップ

図書コーナー

ブルーリボンバッジの着用

掲示
懸け垂れ幕等

掲示
電光掲示板・動画広告モニター
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

公用車への啓発マグネット・ステッ
カーの貼付け

八尾市 12月１日～12月17日 八尾市内
・公用車台数　　17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。

貝塚市
教育委員会

・令和3年4月23日
人権教育担当者会

貝塚市教育庁舎
文部科学省「北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品等の活用促進について」の配布・説明
・配布部数　45部

貝塚市
教育委員会

・令和3年5月6日
校園長会

貝塚市教育庁舎
文部科学省「北朝鮮当局による拉致問題に関する映像作品等の活用促進について」の配布・説明
・配布部数　30部

　

貝塚市
教育委員会

・令和４年３月24日
人権教育担当者会

貝塚市教育庁舎 アニメ「めぐみ」を活用した実践事例

泉南市 12月8日～12月12日 イオンモールりんくう泉南２階イオンホール 「人権作品展」会場内において拉致問題の理解促進・啓発ブースを設置

27 大阪府
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会
DVD上映会

パネル・写真展示・企画展
兵庫県 12月18日 兵庫県公館 拉致問題を考える国民のつどいの開催(内閣官房、神戸市共催)

内閣官房拉致問題対策本部事務局
神戸市

丹波市 8月7日 丹波の森公苑ホール 蓮池薫さんの講演会、パネル写真展示

神河町 12月4日
神河町中央公民館
グリンデルホール

蓮池 薫さんによる講演
　演題「夢と絆　～24年間拉致されていた事実～」

兵庫県 12月24日 西宮市大学交流センター大講義室
・映画「めぐみ」上映会「政府の取組について」説明（拉致問題対策本部）、映画「めぐみ」上映会、拉致
問題啓発パネル展

共催：
政府拉致問題対策本部
西宮市

姫路市 11月28日 イーグレひめじ ・人権啓発展でアニメ「めぐみ」上映（１回） 　

尼崎市
①12月17日
②12月24日
③3月24日

①小田南生涯学習プラザ
②中央北生涯学習プラザ
③地域総合センター塚口

①②DVD　 アニメ「めぐみ」の上映
③DVD 「めぐみへの誓い」の上映

西宮市 12月24日 西宮市大学交流センター大講義室
・映画「めぐみ」上映会「政府の取組について」説明（拉致問題対策本部）、映画「めぐみ」上映会、拉致
問題啓発パネル展

共催：
政府拉致問題対策本部
兵庫県

兵庫県 通年 兵庫県ホームページ
・HPﾀｲﾄﾙ
「北朝鮮当局による日本人拉致問題」
・掲載内容　拉致問題解説、啓発週間周知､啓発活動・行事紹介等

兵庫県 通年
特設サイト

「ひょうご・人権のひろば」
・ｻｲﾄ内に「拉致問題」ｺｰﾅｰ設置
・掲載内容　拉致問題解説、啓発週間周知､啓発活動・行事紹介等

（公財)
兵庫県人権啓発協会

尼崎市 　通年 尼崎市ホームページ
啓発週間の趣旨、啓発事項の掲載
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kokusai/1024800/1018507.html

西宮市 通年 西宮市ホームページ 掲載内容：啓発週間の趣旨、啓発事業、パネル展の開催、法務省啓発ページへのリンク等

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

芦屋市 12月 芦屋ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

伊丹市 12月1日～12月17日 市ホームページ ホームページ(都市安全企画課）にて、「拉致被害者に関する情報提供を！」を掲載。

伊丹市 通年 市ホームページ
ホームページ(同和・人権・平和課）にて、「拉致問題解決のための署名活動」を掲載し、署名用紙のダ
ウンロード及び「救う会」のＨＰをリンク貼付け

加古川市 12月4日～12月16日 加古川市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項の掲載

西脇市 11月15日～12月18日 西脇市ホームページ 「拉致問題を考える国民のつどい」の開催について市ホームページに掲載

西脇市 12月1日～12月16日 西脇市ホームページ 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について市ホームページに掲載 　

宝塚市 常時 宝塚市ホームページ ホームページに、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関する情報を掲載

加西市 11月26日～12月31日 加西市公式ウェブサイト内 ・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項、法務省啓発ページへのリンク

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

加西市 12月1日～12月31日
加西市人権啓発だより「散歩道」内のQRコードよりア

クセス
・DVD「めぐみ」オンライン上映

兵庫県

講演会・集会

28

DVD上映会

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

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

　

上郡町 10月～１２月 上郡町ホームページ
上郡町ホームページに啓発週間の記事、ポスター画像を掲載。兵庫県庁ホームページ、法務省ホーム
ページへのリンクの設定

　

丹波市 １１月～１２月 丹波市ホームページ 啓発週間の趣旨、パネル展の案内

web関連
Facebook

丹波市 7月15日 丹波市Facebook 蓮池薫さんの講演会の案内

署名活動
パネル・写真展示・企画展

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

講座
（学習会）

三木市 1月27日 三木市人権教育指導員研修会 ・啓発冊子の配付　24名

兵庫県 通年 県庁１・２・３号館各ﾛﾋﾞｰ ・拉致問題啓発パネル展示

兵庫県 通年
兵庫県立のじぎく会館

（神戸市内）
・拉致問題啓発パネル展示

（公財)
兵庫県人権啓発協会

兵庫県 11月～3月 兵庫県（県域）
・巡回啓発パネル展（県施設・市町施設34か所）
・企業での啓発パネル展示（10社）

県内市町
協力企業

尼崎市
①12月14日～17日
②12月21日～24日
③3月22日～24日

①小田南生涯学習プラザ
②中央北生涯学習プラザ
③地域総合センター塚口

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

明石市 1月24日～1月30日　 　市役所2階ロビー
貸出を受けたパネルを展示。同時にアニメ「めぐみ」のDVDを上映するモニターを設置し、来場者がタッ
チパネルで操作して見られるようにした。

兵庫県

西宮市 12月4日～12月25日 西宮市立北部図書館ロビー 北朝鮮による日本人拉致問題に関するパネル展 兵庫県

芦屋市 12月10日～12月16日 芦屋市男女共同参画センター

・「北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けて
（政府拉致問題対策本部制作）」啓発パネル展示
・ブルーリボン運動の意義についての説明文を掲示
・市民向けに、ブルーリボンを作成（30枚）、配布

伊丹市 10月10日～16日
伊丹市立

人権啓発センター
人権フェスティバルにて啓発パネル展示（他の人権課題についてもパネル展示）

豊岡市 1月19日～1月26日 豊岡市竹野庁舎 「北朝鮮による日本人拉致問題」に関するパネル展 兵庫県

加古川市 3月1日～3月27日 加古川市人権文化センター内 ・「北朝鮮当局による日本人拉致問題」パネルの展示

西脇市 令和3年12月17日
市民交流施設オリナス

（ホワイエ）
「北朝鮮による日本人拉致問題」パネルの掲示

宝塚市 2月9日～3月25日 宝塚市ひらい人権文化ｾﾝﾀｰ 「北朝鮮による日本人拉致問題」パネルの掲示

たつの市
・2月  7日～2月11日
・2月12日～2月18日
・2月21日～2月25日

・誉隣保館
・総合隣保館

・上袋尻自治会館
「北朝鮮当局による日本人拉致問題」パネル展の実施 兵庫県人権啓発協会

川西市
12月13日～12月17日
1月17日～1月21日

市役所市民ギャラリー
総合センター

・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階ロビーと総合センターで、啓発パネルの
展示を行った。この際、ブルーリボンの着用についても啓発を行った。

兵庫県

丹波篠山市 12月7日～12月12日 丹波篠山市立四季の森生涯学習センター東館
第19回人権フェスタin丹波篠山
作品展示コーナーにおいて拉致問題パネル6枚を展示

兵庫県

ｗｅｂ関連
ホームページ

パネル・写真展示・企画展

兵庫県28
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

丹波篠山市

①1月10日～1月16日
②1月17日～1月23日
③1月24日～1月30日
④1月31日～2月6日
⑤2月14日～2月20日

丹波篠山市立
①日置ふれあい館
②西紀ふれあい館
③畑ふれあい館

④古市ふれあい館
⑤味間ふれあい館

・館内で拉致問題パネルを展示 兵庫県

養父市 12月1日～12月14日 やぶ市民交流広場 拉致問題啓発パネル展示 兵庫県

丹波市 12月10日～16日
丹波市山南住民センター

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

三木市 1月11日～1月20日
三木市役所入り口
プロムナード展示

・北朝鮮人権侵害問題啓発パネル10枚組の展示
・啓発冊子の配付　60部

朝来市 12月10日～16日　 イオン和田山 ・「拉致問題啓発パネル展」の開催
生涯学習推進員連絡協議会
人権教育推進協議会連合会

淡路市 12月24日～1月14日
淡路市役所2号館

1階　ホール
拉致問題啓発パネル展示

猪名川町
　12月4日～12月10日
2月15日～2月26日

猪名川町中央公民館
猪名川町六瀬総合センター

　パネル展示による啓発 兵庫県人権推進課

神河町 11月27日～12月12日 神河町中央公民館 「北朝鮮による日本人拉致問題」パネル展

芦屋市 12月10日～12月16日 芦屋市男女共同参画センター アニメ「めぐみ」の放映

加西市 12月10日～18日 加西市庁舎1階ロビー ・DVD「めぐみ」

兵庫県 12月～ 兵庫県（県域） ・兵庫県の拉致被害者を取り上げた、高校生を主人公とした若年層向けの啓発ビデオを制作
（公財)
兵庫県人権啓発協会
兵庫県立東播磨高等学校

尼崎市 12月10日～16日
尼崎市庁舎

小田南生涯学習プラザ
中央北生涯学習プラザ

拉致問題啓発ポスターの掲示

明石市 3月 明石市
市議会で「日本人拉致問題の啓発活動を推進する決議」が可決されたのに伴い、啓発冊子に掲載して
いる文言を加筆し、改訂した。

西宮市 通年 西宮市人権平和推進課窓口 政府作成啓発週間ポスターの掲示

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

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

芦屋市 12月10日～12月16日
市役所本庁舎・分庁舎

市内公共施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・拉致問題を考える国民のつどいｉｎ兵庫・神戸開催チラシの配架

伊丹市 通　年
伊丹市立

人権啓発センター
　・啓発ポスター掲示及び資料の設置
  ・チラシ布置部数　４０部

政府 拉致問題対策本部

相生市 9月13日～2月18日 各幼小中学校園 人権啓発DVD「めぐみ」の視聴

啓発資料

DVD放映
（常時）

パネル・写真展示・企画展

28 兵庫県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

加古川市 通年
・加古川市人権文化センター内

・加古川市役所内・市民センター・公民館
・政府作成啓発ポスターの掲示
・「拉致問題を考える国民のつどいin兵庫・神戸」チラシの掲示・配架

加古川市 12月10日～12月16日
・市内図書館

・小・中・養護学校
・政府作成啓発ポスターの掲示

高砂市 ４月～１１月 高砂市西庁舎 ・啓発週間ポスターの掲示 　

川西市 通年及び啓発週間
川西市庁舎内
各地区公民館

・啓発資料による周知・広報
　（啓発ポスターの掲示、リーフレット類の設置）

法務局
兵庫県
大阪ブルーリボンの会

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

加東市 12月 市内公共施設等 啓発週間ポスターを掲示 　

加西市 12月9日～31日 加西市庁舎1階ロビー 週間啓発ポスターの掲示

播磨町 11月～12月 　播磨町庁舎内 啓発週間ポスターを掲示

上郡町 10月～１２月 上郡町庁舎 啓発週間ポスターの掲示

香美町 通年 香美町庁舎 拉致問題啓発ポスターの掲示

香美町 １２月１０日～１６日 香美町庁舎 拉致問題啓発週間ポスターの掲示

新温泉町 11月25日から12月31日 広報しんおんせんに掲載 町広報に掲載して、拉致問題について町民に啓発を促す。

兵庫県 11月・12月・2月 兵庫県（県域）

・刊行物　人権総合情報誌「きずな」
　　　　　　11月号、12月号、２月号
・発行部数　毎月28,000部
・掲載内容　啓発週間周知、寄稿、情報提供依頼(県警)、国民のつどい開催等

（公財)
兵庫県人権啓発協会

西宮市 11月25日 西宮市人権平和推進課窓口 啓発週間の趣旨・映画「めぐみ」上映会の案内

芦屋市 12月 広報あしや12月号に北朝鮮人権侵害問題啓発週間記事の掲載・周知

伊丹市 12月1日 広報伊丹 広報伊丹12月1日号で「拉致被害者に関する情報提供を！」を掲載。

たつの市 12月10日 広報たつの12月号への掲載 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の広報 兵庫県人権推進課

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

川西市 　12月1日発行 川西市内全戸配布

・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記事を掲載した。
・実施主体　川西市
・配布物　広報じんけん
・配布数　71,300部

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

啓発資料

広報誌

28 兵庫県

61 / 120 ページ



【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

朝来市 12月3日 朝来市全域 ・市広報12月号に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の記事を掲載

加東市 12月 市内 広報かとう１２月号への記事掲載

多可町 １２月 多可町内
・広報誌　広報たか（12月号）
・啓発週間のPR記事の掲載
・配布数　6,800部（全戸配布）

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

　

兵庫県 12月 兵庫県（県域）
・番組名　ﾗｼﾞｵ関西ﾊｰﾄﾌﾙ･ﾌｨｰﾘﾝｸﾞ　　（12月8日放送）
・放送内容　啓発週間周知、国民のつどい紹介、情報提供依頼(県警)

（公財)
兵庫県人権啓発協会

伊丹市 12月1日～12月16日 FMいたみ ケーブルテレビ放映で、「拉致被害者に関する情報提供を！」を掲載

丹波市 ７月19日～７月25日 ＦＭ805たんば 特定失踪者に関する情報、蓮池薫さんの講演会の案内　（放送６回）

たつの市 12月1日～12月18日
・たつの市役所玄関ホール
・御津総合支所玄関ホール

「拉致問題を考える国民のつどいin兵庫・神戸」開催の啓発 兵庫県人権推進課

伊丹市 12月1日～12月16日 JR伊丹駅前 駅前電光表示盤で、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の掲載

掲示
懸け垂れ幕等

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

兵庫県 12月10日～16日 兵庫県庁（神戸市） ・庁内放送による啓発週間周知

尼崎市 12月10日～16日 尼崎市庁舎 啓発週間の周知を行う音声放送

西宮市 12月10日～12月16日 西宮市役所本庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

芦屋市 12月10日～12月16日 市役所本庁舎・分庁舎 庁内放送による北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

兵庫県 通年 兵庫県庁1、2、3号館各ロビー（神戸市）、庁内等 県民向けおよび県職員にブルーリボンの配布、着用の呼びかけ

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

宝塚市 12月4日～12月16日 宝塚市役所 市会議員、市職員によるブルーリボンの着用

丹波市 12月 丹波市役所 市職員によるブルーリボンの着用

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

丹波市 12月11日 防災行政無線 パネル展の案内

香美町 １２月１０日～１６日 香美町内
・啓発週間のお知らせ行政放送
　（期間中１回）

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

その他

ブルーリボンバッジの着用

館内放送

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

広報誌

28 兵庫県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

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

三郷町 12月1日～ ＨＰ掲載 ＹｏｕＴｕｂｅ拉致問題対策本部公式動画チャンネルのＵＲＬを掲載

奈良県
7月13日

～7月18日
県立図書情報館 差別をなくす強調月間にあわせて、県立図書情報館にて北朝鮮人権侵害問題パネル展を開催 　

奈良県
11月13日

～11月14日
イオンモール大和郡山

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

イオンモール大和郡山

奈良県
12月10日

～12月13日
県庁屋上ギャラリー

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

奈良県
12月14日

～12月19日
県立図書情報館

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

橿原市 12月13日～12月17日
橿原市役所分庁舎

市民交流広場
拉致被害者問題に関する 写真 ・ポスターを掲示 　

奈良県
12月1日

～12月31日
県庁内各課、県内中学校、高等学校、大学、県出先

機関、第一生命保険、大塚製薬、明治安田生命
北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせて、啓発週間ポスターの掲示
掲示部数：500枚

奈良コープ、第一生命保険、
大塚製薬、明治安田生命

天理市 12月6日～ 天理市庁舎

「人権週間（12月４日～10日）」とともに、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」をテーマに作成した人権啓
発チラシ及び啓発物品（マイクロスポンジ、ポケットティッシュ、衛生マスク）を、市庁舎及び市内各施設
等に配架
配布部数：1,000部

奈良人権擁護委員協議会
第4部会

生駒市 11月・12月　 市内各公共施設 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知用ポスターの掲示 奈良地方法務局

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

天理市 12月1日 市内
啓発週間の趣旨、啓発事項を記載した広報紙「町から町へ」（12月号）
配布部数：25,000部

五條市 12月1日 五條市内
啓発記事について掲載した広報誌を配布
配布部数：1,300部

　

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

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

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

奈良県
12月1日

～12月16日
スイムピア奈良、社会福祉センター、南奈良総合医

療センター、新奈良県総合医療センター
北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせて、左記のデジタルサイネージに、北朝鮮人権侵害問題啓発
週間について掲載

奈良県
12月10日

～12月16日
県内 県幹部職員及び県議会議員等が、啓発週間中にブルーリボンバッジを着用

上牧町 常時 市役所 部長級以上の職員のブルーリボンバッチ着用

その他 奈良県 12月4日 ナラプラス（アプリ） 北朝鮮人権侵害問題啓発週間について、ナラプラス(アプリ)にて情報発信

広報誌

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

ブルーリボンバッジの着用

ｗｅｂ関連
ホームページ

パネル・写真展示・企画展

啓発資料

奈良県29
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

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

和歌山県 通年 和歌山県庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
政府拉致問題対策本部
法務省

和歌山市 11月10日～12月16日
和歌山市庁舎

文化会館（12館）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示（15部）

和歌山地方法務局
和歌山人権擁護連合会

海南市 11月9日～12月16日
市本庁、公民館等

計18か所
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間」ポスターを掲示

政府拉致問題対策本部
法務省

紀の川市 12月10日～12月16日

紀の川市庁舎
古和田会館

井阪文化会館
打田生涯学習センター
粉河ふるさとセンター

那賀総合センター
桃山会館

貴志川生涯学習センター
河南図書館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
政府拉致問題対策本部
法務省

田辺市 12月10日～12月16日

田辺市役所
龍神行政局
本宮行政局
大塔行政局

中辺路行政局

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
政府拉致問題対策本部
法務省

広川町 12月10日～12月16日 広川町役場庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
政府拉致問題対策本部
法務省

串本町 12月10日～12月16日
串本町役場庁舎

公民館本館・支館等
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示(10か所)

政府拉致問題対策本部
法務省

広報誌 岩出市 12月 岩出市内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知内容を広報紙に掲載
・広報いわで（12月号）配布数24,200部

和歌山県 12月10日～12月16日 県内 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間について、県民チャンネルで周知 和歌山放送

和歌山県 12月10日、12月13日、12月15日 県内 ・北朝鮮当局による人権侵害問題について、ラジオ「県庁だより」で周知 和歌山放送

ブルーリボンバッジの着用 和歌山県 12月10日～12月16日 県内
・県内各市町村拉致問題担当課室長、県議会議員、本庁主管課長あて、北朝鮮人権週間におけるブ
ルーリボンの着用を依頼

和歌山県

啓発資料

30

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会

政府
鳥取県
米子市
大山町
伯耆町
日南町

拉致議連
救う会鳥取

10月31日 米子コンベンションセンター

＜拉致問題の早期解決を願う国民のつどいｉｎ米子＞
政府等との共催により、県民を対象に、つどいを開催
・中村 将氏（産経新聞東京本社編集長）による講演
・県内拉致被害者御家族の訴え
・映画「めぐみ-引き裂かれた家族の30年」上映
・拉致問題啓発パネル展

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

DVD上映会 鳥取県 12月3日～12月16日

県庁玄関ホール
県庁講堂

鳥取市役所
米子市役所

境港市文化ホール
鳥取空港

鳥取警察署

＜北朝鮮人権侵害問題啓発週間における啓発＞
ＤＶＤアニメめぐみを玄関ホール等で常時上映

鳥取市役所
米子市役所
境港市文化ホール
鳥取空港
鳥取警察署

ｗｅｂ関連
ホームページ

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

署名活動 鳥取県 通年
人権局

県庁総合受付
各総合事務所

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

北朝鮮に拉致された日本人を救出するための鳥取
の会

鳥取県 12月1日～12月24日 人権文化センター
県内拉致被害者等に関するパネル展示及び拉致問題関係資料の配架
・県内政府認定拉致被害者が失踪された月及び北朝鮮人権侵害問題啓発週間等に合わせて実施

人権文化センター

鳥取県 12月１日～12月17日 　県庁1階ホール
＜北朝鮮人権侵害問題啓発週間における啓発＞
拉致被害者のパネル展示

　

講座（学習会）
市民向け

鳥取県 通年 県内中学校・高校　2校
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
会等と連携し学習会を実施
・実施主体　米子北斗高校、北条中学校

鳥取県教育委員会
人権教育課

啓発資料 鳥取県 通年 県内中学校・高校・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

ライトアップ 鳥取県 12月10日～12月16日
鳥取市風紋広場
米子市公会堂前

＜北朝鮮人権侵害問題啓発週間における啓発＞
ブルーリボン色にライトアップ

鳥取市役所
米子市役所

ブルーリボンバッジの着用 鳥取県 4月 県庁及び地方機関

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

その他 鳥取県 3月

DVD「みんなで知って考えよう　鳥取県の拉致問題」
これまで「拉致問題人権学習会」で松本孟さんが語っている内容。家族や友人の心情、拉致問題解決
に向けた取組等。
拉致問題人権学習会や拉致啓発イベント等で活用予定

鳥取県

パネル・写真展示・企画展

31
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

10月3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 　

12月3日～12月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 　

津和野町 12月11日 津和野町民センター 町民向け「めぐみの誓い」上映

ｗｅｂ関連
ホームページ

島根県 随時 島根県ホームページ 掲載内容　拉致問題に関する情報提供依頼

街頭啓発活動 安来市 12月1日～12月24日
安来市役所安来庁舎
安来市商工会議所

人権週間・北朝鮮人権侵害問題啓発週間のチラシ配布 松江人権擁護委員協議会

島根県 12月10日～12月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

江津市 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

益田市 12月10日～12月20日 益田市人権センター 北朝鮮人権侵害問題啓発パネルの展示

島根県 12月10日～12月16日 県庁・各県民センター等 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示、チラシの配布

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

浜田市 12月3日～12月24日 庁内 北朝鮮の人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

出雲市 通年 市役所庁舎 庁舎内へのポスター掲示、リーフレットの設置

益田市 11月
各公民館（２０館）、市民学習センター、保健センター

を通して周知
「北朝鮮人権問題啓発週間」啓発ポスター、政府主催国際シンポジウム 「北朝鮮人権問題啓発週間」
関連行事ポスター及びチラシ配付

市内各公民館等

江津市 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

安来市 １２月上旬
安来市役所安来庁舎・
広瀬庁舎・伯太庁舎

北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示

奥出雲町 12月上旬
奥出雲町役場

（仁多庁舎・横田庁舎）
県から配布の啓発ポスター掲出

川本町 随時 川本町役場庁舎 配布されたポスターの掲示 　

吉賀町 12月10日～12月16日
吉賀町役場

　本庁舎・分庁舎
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 　

12月1日～12月16日 町関連施設（公民館等） 啓発週間周知用ポスターの掲示　　20ケ所 松江地方法務局益田市局

12月 町内全世帯・各施設 町内全世帯配布の広報にて周知及び啓発チラシ各施設配布

島根県32

津和野町

パネル・写真展示・企画展

DVD上映会

島根県

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
島根県 12月9日 県内

・掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項
・新聞社　　 山陰中央新報

島根県 12月10日～12月16日 県庁 県幹部職員にブルーリボンを配布し、着用をよびかけ

松江市 随時 松江市役所 ブルーリボンバッジの着用　

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

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

益田市 12月10日～12月20日 益田市人権センター ブルーリボンの設置

大田市 12月8日～12月16日 市役所庁舎内 当市の12月議会に合わせ、市議会議員、及び部長級職員等によりブルーリボンの着用を行った 　

江津市 12月10日～12月１6日 江津市役所庁舎 ﾌﾞﾙｰﾘﾎﾞﾝの配布、職員の着用

雲南市 12月10日～12月16日 雲南市役所内 職員のブルーリボン着用及び配布

奥出雲町 12月
奥出雲町役場

（仁多庁舎・横田庁舎）
議会において県から配布のブルーリボンの着用

美郷町 議会開催時 美郷町役場 ブルーリボンバッジの着用

邑南町 12月10日～12月16日 邑南町役場内 期間中職員はブルーリボンを着用

西ノ島町 12月1日～12月24日 西ノ島町役場本庁舎 ブルーリボンの着用 西ノ島町議会

島根県32

ブルーリボンバッジの着用
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

岡山県 通年 県ホームページ
県ホームページにおいて拉致問題が重大な人権問題であること等を掲載。
内閣官房拉致問題対策本部ホームページへのリンク等の掲載。

啓発資料 岡山県 12月4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。（会場参加 128名
オンライン参加 99名）

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

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

岡山県 11月1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 一日も早い帰国実現に向けて！」を電光掲示板で表
示した。

ブルーリボンバッジの着用 岡山県 年間で随時 県内部会議及び県議会 担当課長または担当者が出席する会議において、拉致問題の現状と県の取り組みを説明。 県内市区町村首長に依頼

33 岡山県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

広島県 通年 各学校 １２５校にて，アニメ「めぐみ」等を上映

熊野町 １０月～３月　 熊野町内小中学校 　「めぐみ」の上映 熊野町内小中学校

広島県 11月1日～12月31日 オンライン
「ヒューマンフェスタ2021」において，パネルを展示するとともに，アニメ「めぐみ」の上映をした。
アニメ閲覧数：20,198件

内閣官房拉致問題対策本
部事務局

広島県、竹原市
12月5日 たけはら美術館

・アニメ「めぐみ」，ビデオメッセージの上映
・パネル，写真展示

ｗｅｂ関連
ホームページ

12月10日～12月16日
ヒューマンフェスタ

特設サイト
県ホームページでの啓発週間の周知・広報

ヒューマンフェスタ
特設サイトによる周知
県ホームページ

パネル・写真展示・企画展 広島県 12月10日～12月27日 県庁ふれあいコーナー 啓発パネルの展示

パネル・写真展示・企画展，
その他

広島県 12月10日～12月16日 県立図書館

県立図書館との連携展示，ブルーリボン・ツリー（※）の設置
※来館者に，拉致被害者の救出を願うブルーリボンをクリスマスツリーに結んでもらう参加型の取組
ブルーリボン156個
パンフレット69冊
チラシ69枚

パネル・写真展示・企画展，広報
誌，

その他
広島県 12月10日～12月16日 県庁舎

啓発パネル及びポスターの展示・小冊子の配布，ブルーリボンツリーの設置
※来館者に，拉致被害者の救出を願うブルーリボンをクリスマスツリーに結んでもらう参加型の取組
ブルーリボン6個

広島県 12月10日～12月16日 県内
広島県人権だより・人権啓発冊子
（わたしらしい生き方応援課作成）による周知

広島県 特になし 県内 教育委員会等と連携し，拉致問題を扱った漫画を県内の高校へ配付 教育委員会

東広島市 12月10日～12月16日 東広島市庁舎
・ポスターの掲示
・実施主体／東広島市

　

呉市 １２月６日～１２月１６日 庁内 　令和３年度北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスターの掲示 　

竹原市 10月末 市関係機関・地域交流センター・小中学校等
啓発ポスター・リーフレット（広島県わたしらしい生き方応援課作成）を掲出・配布した。
・配布部数　ポスター60部　リーフレット300部

　

竹原市 12月4日～12月10日 市内
人権週間啓発チラシに強調事項として盛り込み各戸配布をした。
・配布部数　約10,700枚

竹原市教育委員会

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

福山市 １２月３日～１２月２４日 人権交流センター

  ・  事業主体　：　福山市
  ・   行事名   　：　人権・平和フェスタの周知
  ・   配布物　   ：　広島県人権だより
  ・   配布数   　：　４００枚
  ・   対　 象    　：　市   民:

府中市 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した。 　

DVD上映会，
パネル・写真展示・企画展

DVD上映会

啓発資料

34 広島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

三次市 11月下旬から12月

・三次市庁舎，7支所
・各住民自治組織

・みよしまちづくりセンター
・三次市福祉保健センター

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
ポスターの掲示及びチラシの配布

大竹市 11月9日～12月16日
大竹市庁舎

大竹市内各支所
・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスターを掲示

大竹市 12月3日～12月11日 大竹市庁舎 ・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」関連行事のチラシを掲示

廿日市市
１１月３０日～
１２月１３日

廿日市市役所 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの設置 　

大崎上島町 12月1～12月17日
大崎上島町役場庁舎

　（本庁・各支所）

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシとブルーリボンシールの配布
・チラシ配布数　9枚
・シール配布数9枚

　

大崎上島町 12月3～12月24日 情報プラザ・エル
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示　・チラシ及びブルーリボンシールの設置（自由に持ち
帰り）　　　　　・設置枚数　各30枚

神石高原町 12月10日～12月16日 本支所庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示

広報誌 安芸太田町 12月 安芸太田町内

・実施主体　安芸太田町
・配布物　　 広報誌「広報安芸太田」（12月号）
・配布数　　 3,087部
・掲載内容　啓発事項

　

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
世羅町 12月10日～12月16日 世羅町内

北朝鮮人権侵害問題啓発
週間の文字放送

世羅警察署

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

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

掲示
懸け垂れ幕等

広島県 12月10日～12月16日 県庁舎
懸垂幕の掲出，
拉致問題対策本部及び法務省作成のポスターの掲出

広島県 12月10日～12月16日 庁内
県職員に対するブルーリボンの紹介
8950枚

広島県 12月10日～12月16日 県内
県内各市町拉致問題担当課へのブルーリボン送付
9000枚

呉市 １２月１日～１２月２８日 庁内 ブルーリボンシールの名札貼付

竹原市 12月中 担当課内
課内にてブルーリボンシールを
配布・貼り付け

三原市 　12月10日～12月16日 三原市役所 市職員名札にブルーリボンシール貼付を依頼 北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会

尾道市 12月10日～12月16日 職員着用 北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせて職員着用 広島法務局

三次市 12月上旬から 三次市庁舎 職員の着用

広島県

啓発資料

ブルーリボンバッジの着用
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

庄原市 12月10日～12月16日 市役所本庁舎・各支所
・本庁舎・支所担当部署職員で名札に着用
・啓発物配架コーナーにて市民向けにブルーリボンシール配布　50枚

大竹市 11月30日～12月16日 大竹市庁舎 ・拉致問題の解決を願うブルーリボンシールを担当課員が着用及び各課へ配布 　

東広島市 12月10日～12月16日 担当課職員及び人権センター職員のブルーリボン着用

廿日市市 通年 廿日市市役所 担当課職員の着用 広島県

江田島市 12月21日～1月14日 　各隣保館
　ブルーリボンシール配布
広報で啓発

　各隣保館

海田町 12月10日～12月16日 海田町役場庁舎 啓発週間に合わせて町職員がブルーリボンを着用し，来庁者に対する啓発を行った。 　

熊野町 熊野教育委員会内 ブルーリボンシールの配布

坂町 坂町役場　関係課内 担当部署内でブルーリボンを配布した 　

安芸太田町 12月10日～16日 安芸太田町内 ・窓口での配布
・担当課員の着用

北広島町
１１月２６日付広島県からシール

配布後～
３月３１日

北広島町役場
（本庁、支所、人権・生活総合相談センター及びその

他）

・ブルーリボンシールを人権・生活総合相談センター職員の名札に付けて啓発を行った
・ブルーリボンシールを人権・生活総合相談センター施設窓口で配布
・ブルーリボンシールを北広島町役場各支所窓口で配布

大崎上島町 12月1～12月17日 大崎上島町役場庁舎　　（本庁・各支所） 担当課職員によるブルーリボンシールの着用

神石高原町 庁舎内 ブルーリボンの担当職員への配布

ブルーリボンバッジの着用

広島県34

71 / 120 ページ



【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

DVD上映会 下関市 12月11日 下関市民会館
・政府の取組説明
・映画「めぐみ－引き裂かれた家族の３０年」上映会の実施

内閣官房拉致問題対策本部事務局制作企画室

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

宇部市 12月10日～12月16日 市ホームページ 拉致問題について、市ホームページにより普及啓発を実施。

下松市 12月10日～12月16日 市ホームページ 拉致問題について、市ホームページにより普及啓発を実施。

岩国市 通年 市ホームページ 拉致問題について、市ホームページにより普及啓発を実施。

山陽小野田市 通年 市ホームページ 拉致問題について、市ホームページにより普及啓発を実施。

山口県 12月10日～12月16日
山口県庁１階

エントランスホール
展示スペースにおいて、拉致問題・拉致被害者等に関するパネル等の展示。

下関市 12月10日～12月16日 下関市役所本庁舎エントランスホール 拉致問題パネル展示。 内閣官房拉致問題対策本部事務局制作企画室

宇部市 12月１日～12月８日 宇部市立図書館 人権啓発パネル展の中で、拉致問題に係るパネル・ポスターの展示。

岩国市 12月10日～12月16日 岩国市庁内 政府拉致問題対策本部事務局原稿の拉致問題啓発パネルの掲示。 岩国警察署

DVD放映
（常時）

岩国市 12月10日～12月16日 岩国市庁内 政府拉致問題対策本部事務局作成の拉致問題啓発CM（60秒）を繰り返し再生。 岩国警察署

山口県 11月～12月
県庁舎

（本庁・出先事務所）
ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を行う。

県内各市町 11月～12月 県内各市町庁舎等 ポスター掲出により拉致問題の周知・広報を行う。

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
山口県 12月1日 県内

ラジオのスポットＣＭにより啓発週間の周知・広報を行う。
・放送時間帯　18：10～18：15
・回数　１回

山口県 12月10日～12月16日
太陽光インフォメーション

（県内）
電光掲示板により啓発週間の周知・広報を行った。

下関市 12月10日～12月16日 関門ビジョン、下関駅前、コミュニティ情報プラザ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知

宇部市 12月1日～12月15日 市役所本庁舎ロビー 本庁舎ロビーにあるモニター画面を利用し「週間」の啓発。

山口県 12月10日～12月16日 県内 ブルーリボンバッジを県幹部職員が着用することにより、普及啓発を行う。

下関市 通年 市内 ブルーリボンバッジを市職員が着用することにより、普及啓発を行う。

山口県 通年 県内各地 団体、市町からの貸出依頼に随時対応

下関市 通年 市内各地 団体等からの貸出依頼に随時対応

啓発資料

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

35

ブルーリボンバッジの着用

その他

ｗｅｂ関連
ホームページ

パネル・写真展示・企画展

山口県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

鳴門市
令和3年12月10日～

12月16日
鳴門市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

阿波市 令和3年11月～12月 阿波市役所・4隣保館 啓発週間ポスターの掲示

美馬市
令和3年12月1日～

12月16日

・美馬市役所
・木屋平市民サービスセンター
・美馬町市民サービスセンター
・脇町市民サービスセンター
・三島会館・美馬文化会館

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間（拉致問題に関する国際シンポジウム開催）ポスターの掲示

上板町
令和3年11月1日～

12月31日
上板町 庁舎 啓発ポスターの掲示

徳島県 令和3年12月8日 徳島新聞「県庁だより」欄において啓発週間の広報

徳島県
令和3年12月1日～

12月16日
ラジオにおいて啓発週間の広報

ブルーリボンバッジの着用 徳島県
令和3年12月10日～

12月16日
知事をはじめとする、幹部職員によるブルーリボンバッジの着用

36

啓発資料

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

徳島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

丸亀市 通年 丸亀市ホームページ上 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の掲載。

観音寺市 常時 観音寺市ホームページ 市ホームページ内で様々な人権問題の一つとして拉致問題を掲載

ｗｅｂ関連
Twitter

Facebook
観音寺市 １２月 ふれあい文化センター 市フェイスブック、ツイッターで北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発

観音寺市 常時 ふれあい文化センター 様々な人権問題の一つとして拉致問題の啓発パネルを展示

観音寺市 １月 ふれあい文化センター 「北朝鮮当局による拉致問題」と題し、関係資料のパネル展示 　

香川県 12月10日～12月16日 香川県庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示

香川県 12月3日～12月11日 香川県庁舎
政府主催国際シンポジウム『グローバルな課題としての拉致問題の解決に向けた国際連携』ポスター
掲示

高松市 12月10日～12月16日 高松市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示及びチラシの配布 　

丸亀市 4月1日～3月19日 丸亀市庁舎 拉致問題啓発ポスターの掲示及びチラシの配布。 　

坂出市 11月24日～12月17日
坂出市本庁舎
坂出合同庁舎

政府、香川県、香川県議会主催による映画上映会ｉｎ香川アニメ「めぐみ」のチラシ掲示・配布
※新型コロナ感染者の拡大を受け、急遽中止

善通寺市 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 　

観音寺市 11月30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 　

さぬき市 6月11日～6月30日 さぬき市役所庁舎 拉致問題に関するオンライン国連シンポジウムチラシの掲示

さぬき市 12月2日～12月14日 さぬき市役所庁舎、公民館等市内9施設 　北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

さぬき市 12月25日～1月29日 さぬき市役所庁舎、公民館等市内10施設
政府、香川県、香川県議会主催による映画上映会ｉｎ香川アニメ「めぐみ」のチラシ掲示・配布
※新型コロナ感染者の拡大を受け、急遽中止

東かがわ市 12月10日～12月16日 東かがわ市庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間
　ポスターの掲示

　

三豊市 12月10日～12月16日 三豊市本庁舎3F 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示。 　

啓発資料

パネル・写真展示・企画展

ｗｅｂ関連
ホームページ

37 香川県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

小豆島町 12月10日～12月16日
小豆島町役場

西館 １階 ロビー
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示。

三木町 12月10日～12月16日
三木町役場人権推進課

白山文化センター
平木文化センター

北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示 　

宇多津町 12月8日～12月26日
宇多津町庁舎

宇多津町保健センター
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

琴平町 12月15日～1月４日
琴平町役場

デイサービスセンター
政府、香川県、香川県議会主催による映画上映会ｉｎ香川アニメ「めぐみ」のチラシ掲示・配布
※新型コロナ感染者の拡大を受け、急遽中止

　

多度津町 11月26日～12月24日
多度津町庁舎、

町総合福祉センター
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

まんのう町 12月10日～1月11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 　

坂出市 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

観音寺市 12月号 観音寺市 「広報かんおんじ」にて、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発

綾川町 １２月 全世帯配布 　広報あやがわ１２月号の人権週間記事に拉致問題についても掲載し６０００件に配布

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
観音寺市

12月
1.3.5.6.8.10.12.13.15.17.19.20.22.2

4.26.27.29,30日
観音寺市内 三豊ケーブルテレビにて、日本人拉致問題啓発アニメ「めぐみ」の放映

香川県37

啓発資料

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

演劇公演・
コンサート

愛媛県
伊予市

10月21日 伊予市文化交流センター
拉致問題啓発舞台劇
「めぐみへの誓い-奪還-」公演
・来場者約１１０名

内閣官房拉致問題対策本部

講演会・集会 松山市 10月31日
松山市総合コミュニティセンター

キャメリアホール

「人権啓発フェスティバル２０２１」
蓮池薫さんによる講演会
・来場者約450名

愛媛県 通年　 愛媛県ホームページ 拉致問題について掲載

東温市 通年　 東温市ホームページ　 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項

西条市 11月26日～12月16日 西条市ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知等

鬼北町 12月1日～12月31日 鬼北町ホームページ 12月10日から16日までの「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の啓発

今治市 12月10日～12月16日 今治市ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間について掲載

ｗｅｂ関連
YouTube

松山市 10月31日～11月7日 動画配信サイト　Vimeo
「人権啓発フェスティバル２０２１」において蓮池薫さん講演を動画配信
・視聴者約730名

講座（学習会）
市民向け
職員向け

愛媛県 12月14日
松山市民会館

中ホール

「拉致問題を考える研修会」の開催
政府拉致問題対策本部事務局総務・拉致被害者等支援室長、演出家、映画監督　野伏翔氏による講
演
・参加者約180名(職員、一般県民）

愛媛拉致議連
救う会愛媛

松山市 10月31日
松山市総合コミュニティセンター

コミュニティプラザ
「人権啓発フェスティバル２０２１」いおいて政府拉致問題対策本部のパネルを展示

愛媛県 12月6日～12月10日 愛媛県庁第一別館ロビー
北朝鮮人権侵害問題啓発パネル及びポスターの掲示
DVDの上映

DVD放映
（常時）

今治市 11月27日 今治市公会堂 いまばり人権啓発フェスティバルにおいて北朝鮮拉致ＤＶＤ放映

松山市 4月1日～3月31日
松山市役所人権啓発課
及びふれあいセンター

拉致問題に関するポスターの掲示及びチラシ等を設置

松山市 6月21日～7月2日
松山市役所

本館1階ロビー
人権啓発パネル展にて、拉致問題に関するチラシと冊子　457部配布

松山市 6月25日
松山市中島

スーパートミナガ駐車場
拉致問題に関するチラシ　30部配布 包括支援センター中島

松山市 9月21日～10月1日
松山市役所

本館1階ロビー
人権啓発パネル展にて、拉致問題に関するチラシと冊子　471部配布

松山市 10月31日
松山市総合コミュニティ

センター
キャメリアホール

「人権啓発フェスティバル２０２１」で拉致問題に関するチラシと冊子を配布
・来場者約450名

久万高原町 11月～１２月 町内 啓発週間リーフレット、ポスターを掲示・配布 　

愛南町 11月～12月 愛南町庁舎 リーフレット（愛媛県作成）の配布

啓発資料

愛媛県38

パネル・写真展示・企画展

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

38

松山市 11月12日
松山市中島

スーパートミナガ駐車場
拉致問題に関するチラシ　40部配布 包括支援センター中島

今治市 11月27日 今治市公会堂 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター、北朝鮮拉致関係チラシの掲示 今治警察署

四国中央市 11月28日 福祉会館
「2021四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。
・参加人数　約300人

四国中央市教育委員会
四国中央人権擁護委員協議会
松山地方法務局四国中央支局

松山市 11月29日～12月10日
松山市役所

本館1階ロビー
人権啓発パネル展において拉致問題に関するチラシと冊子　478部配布

東温市 12月～ 東温市役所 政府拉致問題対策本部作成のパンフレット、チラシ、ポスターの掲示

西予市 12月１日～12月16日
西予市庁舎内
及び各支所内

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及び窓口へのチラシ設置

松山市 12月4日 大街道商店街 人権啓発パネル展において拉致問題に関するチラシと冊子　500部配布

新居浜市 12月６日～12月10日 新居浜市本庁ロビー 人権週間ロビー展でポスター（法務省作成）を掲示 　

今治市 12月8日～12月14日 今治市中央図書館 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

松山市

１２月　７日
１２月　８日
１２月　９日
１２月１０日
１２月１３日
１２月２１日

二神集会所
旧睦月保育園

津和地多目的集会所
元怒和分館

津和地多目的集会所
憩の家福寿莊

人権学習会にて、拉致問題に関するチラシを合計69部配布
特別養護老人ホーム
姫ヶ浜荘

伊予市 12月9日～12月10日
伊予市庁舎

中山地域事務所庁舎
双海地域事務所庁舎

北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示

松野町 12月10日～16日

松野町役場
同　吉野支所
松野町隣保館

森の国ふれあいセンター
森の国診療所

拉致問題啓発冊子等の設置

松野町役場
同　吉野支所
松野町隣保館
森の国ふれあいセンター
中央診療所

新居浜市 12月18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
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

松山市 2月1日～3月31日 宮前公民館 人権啓発パネル展にて、拉致問題に関するポスターの掲示及びチラシを30部配布 宮前公民館

松山市 2月28日～3月11日
松山市役所

本館1階ロビー
人権啓発パネル展において拉致問題に関するチラシ　200部配布

松山市 3月1日～3月31日 中島総合文化センター 人権啓発パネル展にて、拉致問題に関するポスターの掲示及びチラシを30部配布 中島公民館

松山市 12月1日 松山市内
市の広報誌「広報まつやま」12月1日号に「人権啓発フェスティバル２０２１」蓮池薫さん講演内容を掲載
・発行部数　約24万部

今治市 12月1日～12月31日 広報いまばり 北朝鮮による拉致について掲載

四国中央市 12月 四国中央市内
市の広報誌「広報　四国中央市」12月号」に「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と題した啓発記事を掲
載。  ・配布部数　約39，000部（全世帯）

愛媛県

啓発資料

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
今治市 12月1日～12月31日 ＦＭラヂオバリバリ 北朝鮮による拉致について放送

ライトアップ 愛媛県 12月10日～12月16日 愛媛県庁本館ドーム 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせて、シンボルカラーのブルーで本館ドームをライトアップ

愛媛県 12月10日～12月16日 愛媛県庁舎 知事、特別職を含む職員と県議会議員がブルーリボンバッジ等を着用。

松山市 12月10日～12月16日 松山市庁舎 松山市長ほか、ブルーリボンバッジを着用

東温市 12月10日～12月16日 東温市役所
北朝鮮人権侵害問題啓発週間期間中、市長、副市長、市民福祉部長、社会福祉課長、社会福祉係職
員がブルーリボンを着用

砥部町 12月10日～12月16日 砥部町庁舎ほか 北朝鮮人権週間中着用 全職員

愛南町
令和３年12月１日
～令和４年３月

愛南町庁舎 議会時、理事者、議長がバッチを着用。また、理事者及び担当者による業務中のバッチの着用。 議会事務局

公用車への啓発マグネット・ステッ
カーの貼付け

愛媛県 12月10日～12月16日 総務部及び保健福祉部管理の公用車 北朝鮮人権侵害問題啓発週間中、ブルーリボンのマグネットを公用車へ貼り付け

ブルーリボンバッジの着用

38 愛媛県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

高知県 通年
高知県

人権・男女共同参画課
ホームページ

 ・ 啓発週間の趣旨、啓発内容を掲載

室戸市 通年
市役所内窓口、

市内公共施設、事業所  ・ 北朝鮮人権侵害問題啓発のリーフレット配布（1,010枚）
　

室戸市 通年 市役所正面玄関  ・ 啓発ポスターの掲示

津野町 12月1日 町内全戸  ・ 広報誌「広報つのちょう」（12月号）に啓発週間の趣旨を掲載

高知県 12月上旬 県内全戸  ・ 広報誌「さんSUN高知」（12月号）に啓発週間の趣旨を掲載

広報誌

啓発資料

39 高知県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会 共催（福岡県・行橋市） 12月4日
コスメイト行橋

（多目的ホール）

「拉致問題を考えるみんなの集い」
・講師：飯塚　耕一郎氏
（拉致被害者田口八重子さんの子）
 演題：「北朝鮮に拉致された家族の救出のために」
・啓発ビデオ「アニメ「めぐみ」」上映
・協力団体活動報告
  参加人数　約250人

協力：北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡
の会

福岡県 通年 福岡県ホームページ 掲載内容　啓発週間の趣旨、ブルーリボンの紹介、講演会、パネル展の情報など

飯塚市 11月上旬～12月上旬 飯塚市ホームページ 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知のためのホームページ掲載

行橋市 通年 行橋市ホームページ 掲載内容　啓発週間の趣旨・政府拉致問題対策本部ホームページ等の紹介

小郡市 12月10日～12月16日 小郡市ホームページ
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
早期問題解決の啓発

　

春日市 4月1日～3月31日 春日市ホームページ
政府拉致問題対策本部ホームページの案内
拉致問題対策本部公式動画チャンネルの案内

嘉麻市 12月 嘉麻市ホームページ 掲載内容　啓発週間の趣旨、法務局ＨＰリンク

那珂川市 12月6日～12月11日 那珂川市ホームページ 政府主催「国際シンポジウム」の情報を掲載。

志免町 11月15日～12月16日 志免町ホームページ 啓発週間の趣旨 　

ｗｅｂ関連
Twitter

Facebook
大野城市 12月10日～12月16日

　大野城まどかぴあ
ギャラリーモール

北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展
パネル展周知のため、市ＨＰ及びＳＮＳ（Facebook、Twitter、LINE、Instagram）の配信を実施

北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会
（パネルデータ提供）

ｗｅｂ関連
YouTube

福岡県 12月16日～1月31日 福岡県ホームページにyoutube動画掲載
12/4開催のみんなの集いにおける飯塚耕一郎氏の講演動画を県youtubeチャンネルに登録、県HPに
て公開

ｗｅｂ関連
Facebook

春日市 11月22日 春日市男女共同参画センター　Facebook 啓発週間の趣旨・講演会（県内開催）の広報 　

大牟田市 12月3日 大牟田市内のスーパー
北朝鮮人権侵害問題啓発週間のチラシの配布
配布部数　1,000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

行橋市 11月12日 行橋市内商業施設
人権週間及び女性に対する暴力をなくす運動と併せて啓発チラシと物品を配布
配布数　300部

行橋人権擁護委員協議会
行橋警察署生活安全課
国際ソロプチミスト行橋みやこ

共催（福岡県・行橋市） 12月4日 コスメイト行橋2階 北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展
協力：北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡
の会

福岡県 12月10日～12月16日 福岡県庁1階ロビー
拉致被害者写真パネルの展示
啓発冊子（拉致問題対策本部製作分）、ブルーリボンの配布

協力：北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡
の会

久留米市 12月7日～12月16日 久留米市人権啓発センター廊下ギャラリー 拉致被害者に関するパネル 　

田川市 12月13日～12月16日 田川市役所ロビー 拉致問題に関するパネル展示 　

柳川市 12月5日 柳川市民文化会館
令和3年度柳川市人権を考えるつどい　コウケンテツさんの講演会の際に同館白秋ホールにおいて北
朝鮮拉致問題パネルを展示

　

大川市 12月10日～12月16日 大川市役所ロビー 北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネルの展示 　

街頭啓発活動

ｗｅｂ関連
ホームページ

パネル・写真展示・企画展

40 福岡県

80 / 120 ページ



【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

築上町 12月6日～12月28日 築上町役場本庁

○展示ブースの設置
日本人拉致問題啓発DVD「めぐみ」の紹介。
日本人拉致問題に関する図書の展示。
ブルーリボン運動の紹介。

　

大野城市 12月13日～12月16日
　大野城まどかぴあ
ギャラリーモール

北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展
ポスターや関連資料等をパネルに掲示

北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会
（パネルデータ提供）

福岡県 12月10日～12月16日 福岡県庁1階ロビー
アニメ「めぐみ」、「拉致被害者御御家族ビデオメッセージ」上映
パネル展と同時開催

うきは市 11月22日～12月3日 市役所1階ロビー アニメ「めぐみ」上映 　

福岡県及び県内市町村 10月 福岡県内 啓発週間及び関連行事のポスターを掲出し、チラシを配布。（福岡県、福岡市製作分）

福岡県及び県内市町村 11月～12月 福岡県内 啓発週間ポスターを掲出し、啓発週間チラシを配布。（法務省製作分）

福岡県及び県内市町村 12月 福岡県内 国際シンポジウム案内ポスターを掲出。（内閣官房拉致問題対策本部製作分）

直方市 12月20日～1月22日 直方市庁舎
映画「めぐみへの誓い」のチラシの配布
配布部数　100枚

直方飯塚田川同日上映実行委員会

直方市 12月10日～12月16日 直方市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

直方市 12月～ 直方市庁舎
拉致問題啓発パンフレットの配架
30部

　

飯塚市 11月中旬～12月16日 飯塚市内 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスターの掲示 　

飯塚市 11月上旬～12月4日 飯塚市内
「拉致問題を考えるみんなの集い」チラシの配布
配布部数　50部

飯塚市 10月中旬～11月末 飯塚市内
「拉致問題啓発講演会」周知ポスターの掲示及びチラシの配布
チラシ配布部数　15枚

八女市 12月10日～12月16日 八女市本庁舎及び各支所
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示及びチラシの配布
チラシ配布部数　本庁50枚・各支所20枚×5カ所

　

大川市 11月～12月 大川市内
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
チラシ配布部数　30枚

行橋市 11月 行橋市内
啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
配布部数50部（ポスター）,2,500部（チラシ）

行橋市 11月 行橋市内
リーフレット（行橋市作成）を配布
実施主体　行橋市
配布部数　約27,350部

豊前市 3月
豊前市役所

豊前市同和福祉センター
拉致問題啓発チラシの配架
20枚

　

中間市 12月10日～12月16日
中間市庁舎　及び

中間市人権センター
北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせポスターの掲示を実施した 　

春日市 10月～12月
春日市庁舎、春日市ふれあい文化センター、社会福

祉協議会、市内核施設
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」ポスターの掲示
講演会（県内開催）のチラシの設置

大野城市 12月13日～12月16日
　大野城まどかぴあ
ギャラリーモール

北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展
ポスターや関連資料等をパネルに掲示

北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会
（パネルデータ提供）

パネル・写真展示・企画展

DVD放映
（常時）

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

宗像市 12月10日～12月21日 宗像ユリックス
宗像市人権問題啓発強調期間事業
人権啓発作品展（市内小中学校の児童生徒のポスター、標語）の展示に合わせて
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及び冊子の設置

　

宗像市 12月 宗像市内
街頭啓発チラシに掲載
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

古賀市 11月下旬 古賀市公共施設（16箇所）に設置 2022年度じんけんカレンダー　　　　　　12月に啓発テーマとして掲載　　　　　作成部数8000部 　

福津市 12月10日～12月16日 福津市庁舎
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
チラシ配布部数　50枚

　

宮若市 10月11日～12月16日 宮若市庁舎
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
チラシ配布　20部

嘉麻市 11月～12月

嘉麻市役所
嘉麻市うすい人権啓発センターあかつき

嘉麻市嘉穂隣保館
他　市内公共施設

啓発ポスターの掲示 　

朝倉市 11月～12月
朝倉市庁舎、支所、

人権同和対策課
北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせて各施設にポスター掲示及びチラシの配布

糸島市 12月10日～12月16日 糸島市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせポスターを掲示 　

宇美町 12月 庁舎内通路 啓発ポスター掲示 　

篠栗町 11月～12月 篠栗町庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

志免町 11月～12月 志免町役場庁舎
拉致問題を考えるみんなの集い
チラシの配布

新宮町 11月～12月
町内全世帯
町内事業所

町内公共施設

2022新宮町人権ｶﾚﾝﾀﾞｰに啓発事項「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう」及び
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を記載
配付部数　13,500部

　

新宮町 11月～12月
町内全世帯
町内事業所

町内公共施設

人権週間イベントチラシに人権週間強調事項として「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を
深めよう」を記載
配付部数　13,500部

新宮町 11月～12月 新宮町庁舎　他 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

芦屋町 11月4日～12月16日 芦屋町役場庁舎 啓発ポスターの掲示 　

水巻町 12月10日 水巻町内
人権カレンダーに該当週間を掲載
配布部数：13,400部

実施主体：水巻町・水巻町教育委員会・水巻町人権
教育研究協議会

岡垣町 12月10日～12月16日 岡垣町庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

大刀洗町 12月 大刀洗町内 啓発ポスターの掲示 　

大木町 12/1～12/16 大木町役場、大木町総合体育館
北朝鮮人権侵害問題週間ポスターの掲示及びチラシの配布
チラシ配布数50枚

広川町 11月 広川町庁舎
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」
ポスターの掲示

　

啓発資料

40 福岡県

82 / 120 ページ



【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

香春町 11～12月 庁舎内 啓発ポスターの掲示 　

川崎町 12月 町内公共施設 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

赤村 12月10日～12月16日 赤村役場庁舎 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に庁舎内にポスターを掲示 　

福智町 2月25日～3月31日 　福智町役場 福祉課窓口にてチラシを掲示 　

上毛町 12月4日～12月10日 上毛町役場内 啓発ポスター掲示 　

築上町 12月6日～12月28日 築上町役場本庁
○啓発ポスターの掲示
○啓発チラシの配架
チラシ配布部数　10枚

福岡県 11月 福岡県内
 「福岡県だより11月号」（各戸配布）に掲載
掲載内容　啓発週間、講演会

大牟田市 12月 大牟田市内
広報紙「広報おおむた」（12月1日号）
配布部数　　53,600部
掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

田川市 12月1日 田川市内
広報たがわ(12月1日号)にパネル展案内
配布数　18,000部

大川市 12月1日 大川市内
「市報おおかわ」12月1日号に啓発週間の趣旨等を掲載
配布部数 13,400部

行橋市 12月 行橋市内
配布物　広報紙「ゆくはし」（12月1日号）
配布数　約27,250部
掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

筑紫野市 12月 筑紫野市内

広く市民に「北朝鮮人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、広報誌に同週間の趣旨、啓
発事項を掲載
配布物　広報ちくしの（12月号）
配布数　43,500部

　

大野城市 12月1日 大野城市内
市広報「大野城」にて周知・広報を実施
配布物　　　 広報「大野城」
配布部数　　45,500部

宗像市 12月 宗像市内
広報紙「むなかたタウンプレス」
（12月15日号）啓発記事掲載
「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」

太宰府市 12月1日～12月31日 各世帯に市広報を配布 市広報「だざいふ」12月号に　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」について記事を掲載 　

うきは市 11月 うきは市
配布物　　 広報「うきは」（11月15日号）
配布数　　 11,300部
掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

みやま市 12月1日 　みやま市内
配布物　広報みやま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

　

那珂川市 12月 那珂川市内
広報誌に啓発週間の趣旨、啓発事項の掲載。
配布物：「広報なかがわ」12月号
配布数：約19,500部

　

遠賀町 11月25日 遠賀町内 「広報おんが」(11月25日号)に啓発週間について掲載。配布部数8,350部。 　

桂川町 12月　 桂川町内
配布物　広報紙「広報けいせん」（12月1日号）
配布数　5,100部
掲載内容　啓発週間の趣旨・啓発事項

　

福岡県40

広報誌

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

筑前町 12月 筑前町内
広報誌に啓発週間及びブルーリボン運動の趣旨を掲載。
「広報ちくぜん」（12月1日号）
配布部数：11，650部

　

糸田町 12月
糸田町内

糸田町役場
町広報いとだのコラムにて、ブルーリボンについて掲載。
庁舎内に掲示。

　

苅田町 11月 苅田町内
配布物「広報　かんだ」（11月25日号）
配布部数　11，800部
掲載内容　啓発週間の趣旨・啓発事項

　

吉富町 12月 吉富町内
広く同問題についての関心と認識を深めるため、広報誌に同週間の趣旨・啓発事項を掲載する。
配布物：広報よしとみ12月号
配布数：約2,800部

　

福岡県 11月25日
FM福岡

（福岡県域で放送）

放送日：11月25日
回数：1回
放送内容：啓発週間、講演会

福岡県 11月27日
FBS福岡放送

（福岡県域で放送）

放送日：11月27日
回数：1回
放送内容：啓発週間、講演会

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

うきは市 12月1日～12月16日
ワンダーランド

うきはバイパス店
大型モニターで放送
内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

うきは警察署

掲示
懸け垂れ幕等

福岡県 12月10日～12月16日 福岡県庁 県庁壁面に懸垂幕を掲示

ライトアップ 福岡県 12月10日
天神中央公園貴賓館

（福岡市中央区）
実施内容：貴賓館の夜間ライトアップ（青色）、啓発ポスター及びブルーリボン案内ポスター掲出

福岡県 12月10日～12月16日 - 啓発週間期間中、知事、副知事、担当部長、担当課長等がブルーリボンバッヂを着用 　

行橋市 12月10日～16日 市役所及び出先機関 部長級、課長級の職員のブルーリボンバッジ着用

その他 うきは市 12月10日～12月16日 うきは市
防災行政無線で放送
回数　隔日で2回/日（朝、夕）
内容　啓発週間の趣旨、啓発事項

うきは警察署

広報誌

福岡県40

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

ブルーリボンバッジの着用
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会 佐賀県 令和4年1月11日 佐賀市文化会館
講師：蓮池　薫　氏
啓発パネル展、署名活動を同時実施

・佐賀県議会北朝鮮拉致問題早期解決促進議員連
盟（佐賀県議会拉致議連）
・北朝鮮に拉致された日本人を救出する佐賀県民
の会（救う会佐賀）

佐賀県 通年 佐賀県ホームページ 講演会、図書コーナー等イベント告知

伊万里市 通年 伊万里市ホームページ ・実施主体　　伊万里市

武雄市 令和３年１２月 武雄市ホームページ ・「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」についての記事を掲載 　

鹿島市
①12月
②６月

鹿島市ホームページ
①「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」についての記事を掲載
②「拉致問題に関するオンライン国連シンポジウム」についての記事掲載
・実施主体　鹿島市

街頭啓発活動 佐賀市 11月26日 佐賀市内大型商業施設及び佐賀駅バスセンター
・人権週間街頭啓発活動時における啓発チラシの配布
（実施主体　佐賀市）
（配布部数　500部）

・佐賀人権擁護委員協議会
・佐賀市社会人権・同和教育推進
  協議会
・運動団体

署名活動 佐賀県 令和3年12月5日
相知交流文化センター

佐賀県庁
・ふれあい人権フェスタ2021における啓発パネル展及び署名活動
・参加者数：295名

佐賀地方法務局、佐賀県人権擁護委員会、佐賀県
教育委員会、唐津市、唐津市教育委員会、佐賀県
人権啓発活動ネットワーク協議会、救う会佐賀、佐
賀県議会拉致議連

佐賀県
令和3年12月6日

～12月17日
佐賀県庁 啓発パネルの展示　

鳥栖市 令和３年12月10日～16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

　

佐賀市 通年
佐賀市保健福祉会館

（ほほえみ館）
・啓発ポスターの掲示
（実施主体　佐賀市）

鹿島市 ９～１０月 鹿島市内
・「拉致問題を考える県民の集い」のチラシ配布
・配布数　各戸回覧　1,179部
・実施主体　鹿島市

佐賀市 １１月～１２月
・佐賀市庁舎・7支所

・佐賀市内公民館　他
・啓発ポスターの掲示
（実施主体　佐賀市）

伊万里市 11月～12月 伊万里市内施設等
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間周知ポスターの掲示
・実施主体　　伊万里市
・配布部数　　20枚

佐賀市 11月23日 メートプラザ佐賀
人権ふれあい講演会2021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

鳥栖市
令和３年11月11日

～12月16日

鳥栖市立図書館
各まちづくり推進センター
鳥栖市社会福祉協議会

・実施主体　鳥栖市
・令和３年度「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」周知ポスター（法務省作成）掲示

佐賀市 １１月２７日～１２月２６日 佐賀駅バスセンター
・啓発ポスターを掲出
・人権週間啓発広告の中で啓発活動年間強調事項として明示
（実施主体　佐賀市）

佐賀市 １１月2７日～12月２６日 佐賀市内
・カレンダー（佐賀市作成）を配布
（実施主体　佐賀市）
（配布部数　8000部）

・佐賀・武雄人権啓発活動地域ネットワーク協議会

佐賀市 １2月4日～１２月12日 佐賀市立図書館本館
・啓発ポスターを掲出及び啓発資料の展示
（実施主体　佐賀市）

・佐賀市立図書館本館

パネル・写真展示・企画展

ｗｅｂ関連
ホームページ

啓発資料

41 佐賀県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

唐津市 12月
唐津市役所本庁舎

各市民センター
「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」ポスター掲示 　

鹿島市 １１月～１２月 鹿島市役所
・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

　

鹿島市 １１月～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

嬉野市 11月～12月

塩田公民館
うれしの市民センター

吉田公民館
社会文化会館（リバティ）

・北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示
・実施主体　嬉野市

　

吉野ヶ里町 11月～12月
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

　

玄海町 １１月～１２月
玄海町役場本庁舎

玄海町役場値賀出張所
玄海町町民会館

・拉致問題に関するポスター及びチラシの掲示

有田町 1１月～12月 有田町役場本庁
・法務省作成開発週間ポスターの掲示
・実施主体　有田町

　

太良町 11月～12月
太良町役場
大浦支所

ポスター・チラシの掲示配布依頼があった場合はそれに応じる 　

みやき町 12月10日～16日 各総合窓口に設置依頼 ポスターやチラシの掲示

佐賀県 12月 県内 県民だより12月号に啓発記事の掲載

伊万里市 １２月 伊万里市内
・配布物　　　広報伊万里１２月号
・実施主体　 伊万里市
・配布部数　 21,000部（全戸配布）

伊万里警察署

武雄市 令和３年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

基山町 12月 上峰町内
・12月10日～16日は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間とされていること。
・拉致問題の概要
・実施主体　上峰町

　

みやき町 12月号 [北朝鮮人権侵害啓発週間」

玄海町 １２月 玄海町内
・配布物　　広報誌「広報玄海１２月号」
・配布数　　約１５３０部（全戸配布）
・実施主体　玄海町

　

有田町 12月 有田町内
・広報誌「広報ARITA」12月号にて啓発週間の周知。約7,800部
・実施主体　有田町

　

ブルーリボンバッジの着用 みやき町 12月10日～16日 　 任意による職員のブルーリボン着用 　

図書コーナー 佐賀県
令和3年11月25日

～12月21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設置 佐賀県立図書館

啓発資料

広報誌

41 佐賀県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

DVD上映会
内閣官房拉致問題対策本
部、長崎県、長崎県拉致問

題早期解決議員連盟、
12月16日 長崎市市民生活プラザホール

・政府の取組説明
・ドキュメンタリー映画「めぐみ」上映(YouTubeで同時配信）
・参加人数　132人（YouTube視聴859回）

長崎県 通年 長崎県公式ホームページ
・啓発イベント、啓発週間の告知等
・実施主体　長崎県

大村市 通年 大村市公式ホームページ
・日本人拉致問題の啓発
・啓発週間の周知
・内閣府拉致問題対策本部ホームページ紹介

佐世保市
　11月1日～12月31日

通年
佐世保市公式ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間、啓発事項等を掲載

雲仙市 4月1日～3月31日 雲仙市ホームページ 雲仙市ホームページに日本人拉致問題に関して掲載

パネル・写真展示・企画展 長崎県 12月10日～12月16日 長崎県庁舎
拉致問題啓発パネル展の開催
（パネル掲示部数　10枚）

長崎県 12月10日～12月16日 長崎県庁舎、県議会、各振興局、地方機関
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示、拉致問題パンフレットの設置
（ポスター掲示部数　40部）

長崎市 　11月11日～12月16日 長崎市役所本館１階ロビー
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
ポスターの掲示

長崎市 　12月10日～12月16日
地域センター（中央を除く19か所）、総合事務所（3か

所）、大型公民館（8か所）

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
ポスターの掲示
（掲示枚数30枚）

長崎市 　12月1日～12月16日
長崎市役所本館1階ロビー、長崎警察署管内の地域

センター　（5か所）、地区事務所（2か所）

北朝鮮人権侵害問題啓発週間
チラシの配布
（配布枚数100枚）

佐世保市 11月下旬～12月16日 佐世保市内コミュニティセンター等（40ヶ所） 北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター掲示 長崎地方法務局佐世保支局

島原市 12月1日～12月31日
島原市本庁舎

有明庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

大村市 12月1日～12月31日
大村市本庁舎

プラットおおむら4階
啓発週間ポスターの掲示

平戸市 11月1日～12月31日 平戸市内全域 ・啓発週間ポスターの掲示

松浦市 12月10日～12月16日 松浦市庁舎 ・啓発週間ポスターの掲示

対馬市 12月10日～12月16日 対馬市内全域
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・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）

対馬南警察署
対馬北警察署

壱岐市 １２月１０日～１２月１６日 壱岐市各庁舎・事務所等
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・ポスター（大）配布部数25枚
・ポスター（小）配布部数10枚

五島市 11月27日 五島市福江総合福祉保健センター 第16回人権フェスティバル時に会場内へポスター掲示

西海市 11月1日～11月30日 西海市役所庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

雲仙市 4月1日～3月31日 雲仙市庁舎 市役所玄関ホールにのぼり旗を設置

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ

42 長崎県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

南島原市 12月10日～12月16日 南島原市役所庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

長与町 10月1日～12月31日
長与町庁舎

町内公民館等（５か所）
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

波佐見町 12月1日～12月31日 波佐見町庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週刊ポスターの掲示

小値賀町 12月1日～12月16日 小値賀町役場庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示

新上五島町 12月10日～12月16日
新上五島町

本庁舎及び各支所
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

広報誌 佐世保市 12月1日～12月31日 佐世保市
全世帯に配布する「広報させぼ」に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載
（配付部数　101,300部）

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

長崎県 12月10日～12月16日 長崎県庁舎 大型ビジョン、デジタルサイネージ等による啓発週間の周知

長崎県拉致問題早期解決
議員連盟、長崎県

12月10日 県庁玄関前 横断幕掲揚

諫早市 12月1日～12月31日 諫早市男女共同参画センター のぼりを掲出

ライトアップ
長崎県拉致問題早期解決

議員連盟、長崎県
12月10日～12月16日 稲佐山 稲佐山電波等ブルーライトアップ 長崎市観光政策課

その他 平戸市 12月10日 平戸市内全域 ・防災行政無線にて、啓発週間の周知 平戸警察署

啓発資料

掲示
懸け垂れ幕等

42 長崎県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会 熊本県 12月12日 熊本県庁舎地下大会議室
・基調講演講師　蓮池薫様
・啓発資料配布（２００部）

・北朝鮮に拉致された日本人を救う熊本県議会議員
の会
・北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会
・熊本地方法務局

DVD上映会 熊本県 12月12日 熊本県庁舎地下大会議室 ・DVD「めぐみ」上映

・北朝鮮に拉致された日本人を救う熊本県議会議員
の会
・北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会
・熊本地方法務局

八代市 11月30日以降 八代市ホームページ 市のホームページにおいて、北朝鮮人権侵害問題啓発週間についての広報活動を実施

水俣市 通年 水俣市ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の啓発

菊陽町 通年 菊陽町ホームページ
「北朝鮮による日本人拉致問題をご存じですか」と題し、拉致問題対策本部のHPやパンフレット、署名
活動への協力、ブルーリボンの紹介を町HPに掲載。

菊陽町 12月10日～16日 菊陽町ホームページ 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を周知するページを町HPに掲載

街頭啓発活動
署名活動

熊本県 6月、8月、11月 熊本市、八代市にて開催の街頭署名活動に参加
・署名活動の補助
・県作成啓発資料配布（各１００部）

・北朝鮮に拉致された日本人を救う熊本県議会議員
の会
・北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会

パネル・写真展示・企画展 熊本県 12月10日～16日 熊本県庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・県内拉致被害者関係写真・パネルの掲示
・ブルーリボンの紹介

玉名市 12月4日～16日
玉名市役所本庁、玉名市民図書館、岱明図書館、

横島図書館、天水図書館
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

合志市 11月5日～12月28日 合志市役所ほか市施設
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示。
※同内容の記事を市ホームページ及びデタポンにも掲載。

水俣市 12月 水俣市仮設庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示

南阿蘇村 12月 南阿蘇村庁舎内 ポスター掲示

宇城市 通年 宇城市ホームページ ・「宇城市人権同和教育・啓発基本計画」にて周知 　

宇城市 　11月29日～12月16日 宇城市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 熊本地方法務局

宇城市 11月16日～12月11日 宇城市庁舎 ・熊本県「令和３年度北朝鮮拉致問題解決に向けた講演会」に係るチラシの設置 熊本県

山江村 7月1日～9月30日 山江村庁舎 啓発週間ポスターの掲示 北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会

嘉島町 12月10日～16日 嘉島町役場庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示
・掲示部数　1部

南小国町 12月10日～12月31日 南小国町役場庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターを掲示。

広報誌 菊陽町 12月 菊陽町広報誌 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を周知するページを町広報誌に掲載

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
八代市 12月10日～16日 エフエムやつしろ

八代市のコミュニティFMであるエフエムやつしろにて、市役所からのお知らせを行うコーナーで北朝鮮
人権侵害問題啓発週間について広報活動を実施

熊本県 6月、8月、11月、12月 熊本市、八代市
・署名活動時
・講演会時

・北朝鮮に拉致された日本人を救う熊本県議会議員
の会
・北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会

菊陽町 12月10日～16日 菊陽町 期間中、北朝鮮人権侵害問題の主管課職員がブルーリボンバッチを着用

熊本県43

ブルーリボンバッジの着用

啓発資料

ｗｅｂ関連
ホームページ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

中津市 12月10日～12月16日
中津市役所1階

市民ホール
・DVDアニメ「めぐみ」の上映

宇佐市 12月26日 宇佐市隣保館 アニメ「めぐみ」上映 宇佐市隣保館

DVD上映会、啓発資料、パネル展
示、啓発資料

佐伯市 　8月17日～8月30日
佐伯市役所　本庁舎1階

展示ホール

・ＤＶＤ「めぐみ」ミニ上映会
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター及びパネルの掲示、ミニリーフレットの設置
・⑥12月議会中、市長、副市長、人権担当課長着用

大分市 12月10日～12月16日 大分市ホームページ
当該問題について関心と認識を深めるため、市ホームページ上で広報した。
・実施主体　　大分市・大分市教育委員会

杵築市 通年 啓発週間等の周知

国東市 12月10日～12月16日 国東市内一円 拉致問題について周知するため国東市ＨＰに掲載。

佐伯市 12月10日～ 佐伯市公式ＨＰ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間啓発事項公式市ＨＰ及び公式市ＬＩＮＥ掲載

宇佐市 通年
掲載内容
啓発週間の趣旨、啓発事項

日出町
12月10日～3月31日

令和４年度も継続して
掲載予定

日出町ホームページ

・「拉致問題そのた北朝鮮による人権問題について」のタイトルで４００字程度の記事を掲載し、啓発し
た。
・リンクして「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」の前文を掲載し
た

街頭啓発活動 大分市 12月1日 大分市内中心部
当該問題について関心と認識を深めるため、街頭啓発活動にてチラシを配布した。
・実施主体　　大分市・大分市教育委員会
・配布枚数　　約８００枚

講座（学習会）
市民向け

大分県 6月29日 大分県内 ・人権入門講座/人権啓発市町村職員研修において、DVD「めぐみ」を上映 　

大分市 10月21日～11月4日
ホルトホール大分内
人権啓発センター

（ヒューレおおいた）

当該問題について市民の関心と認識を深めるため、パネル展を実施。
・実施主体　大分市
・設置枚数　パネル等２２点

日田市
　令和3年12月1日(水）～

12月16日(木）
日田市市役所１階ロビー

北朝鮮人権侵害問題啓発週間にちなんだパネル展
「めぐみ」及び「『ただいま』の～の声を聴くために～」のＤＶＤを上映

救う会大分

大分県 11月～12月 大分県内
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの配布及び掲示
・配布部数　200枚

大分県
11月24日
11月27日

大分市内

・啓発物品（マスク・マスクケース）とともにチラシを配布
・配布部数　2,000部
　人権週間街頭啓発　1,000部
　人権啓発フェスティバル　1,000部

大分市 12月10日～12月16日
大分市庁舎、各支所・地区

公民館・教育委員会
各課等

当該問題について関心と認識を深めるため、法務局作成の啓発ポスターを掲示した。
・実施主体　大分市・大分市教育委員会
・配布枚数　約７０枚

大分市 11月～12月 大分県内
啓発週間ポスターを掲出した。
・実施主体　大分県及び県内市町村

別府市 12月3日～12月10日
別府市役所
１階ロビー

・啓発週間ポスターの掲示及びポケットブックの配布
・配布部数　約２０部

佐伯市 12月1日～12月28日
佐伯市役所　本庁舎４階

８振興局庁舎
ポスターの掲示

臼杵市 12月10日～12月16日 臼杵市庁舎 啓発週間ポスターを掲出し、啓発を行った。 　

パネル・写真展示・企画展

ｗｅｂ関連
ホームページ

DVD上映会

啓発資料

44 大分県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

津久見市 11月～12月 津久見市内
・啓発週間ポスター掲示
・回覧板にて啓発週間の周知

　

豊後高田市 11月～12月 豊後高田市内
・啓発週間ポスターを各公共施設に掲示
・配布枚数　１５枚

市内各公共施設

杵築市 11月～12月 杵築市内 啓発週間ポスターを各公共施設に掲示

杵築市 11月 杵築市内
・人権フェスティバル案内チラシの裏面を活用し、啓発記事を掲載のうえ配布
・配布部数　約1,000部

杵築市人権・同和教育推進協議会

杵築市 11月 杵築市内
・人権なんでも相談所開設案内チラシの裏面を活用し、啓発記事を掲載のうえ配布
・配布部数　約1,300部

杵築人権擁護委員協議会

杵築市 12月4日 杵築市健康福祉センター
・人権フェスティバル当日資料内に啓発週間の内容を掲載のうえ配布
・配布部数　約300部

杵築市人権・同和教育推進協議会

杵築市 12月3日～12月25日 杵築市役所本庁舎 人権週間のパネル展に合わせポスター等の掲示

宇佐市 12月10日～16日
市役所本庁舎・支所

隣保館・図書館
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

豊後大野市 12月4日
豊後大野市総合文化センター

（エイトピアおおの）
「人権を守る市民のつどい」の当日資料に啓発記事を掲載し配布　約300部
また、会場内でポスター掲示

豊後大野市人権・部落差別問題啓発推進協議会

由布市
12月10日

～12月16日
　由布市庁舎内

（啓発コーナー、公民館等)
拉致問題についてのパネルやポスターを掲示

国東市 12月10日～12月16日 国東市庁舎内 拉致問題について周知するためポスター掲示

日出町 12月10日～12月16日

日出町役場本庁
日出町中央公民館
日出町立図書館

日出町交流ひろばHicali

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 法務省

九重町 12月7日 九重文化センター
人権講演会の際に、大分県の作成したちらしを、参加者全員に配布した。
配布部数：２００部

　

玖珠町 12月8日 くすまちメルサンホール
人権講演会の際に、大分県の作成したちらしを、参加者全員に配布した。
配布部数：２５０部

玖珠警察署

大分県人権教育・啓発推進
協議会

11月 大分県内
・啓推協だより（91号）
・配布数　 2,900部
・掲載内容　北朝鮮啓発週間の周知

大分市 　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、市報で広報した。
・実施主体　　大分市・大分市教育委員会
・配布部数　　約２１０，０００部

別府市 12月 別府市内 市報べっぷ（１２月号）「わたしたちのねがい」コーナーに啓発週間の趣旨、啓発事項を掲載

中津市 12月1日号 市内全域
・配布物　広報誌「市報なかつ」
・配布部数　35,900部
・当該問題について関心と認識を深めるため

日田市 11月15日
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
及び上記パネル展の周知

津久見市 6月 津久見市内 市報「じんけんふれあいシリーズ」において、当該問題について関心と認識を深めるため掲載

44

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

広報誌 杵築市 12月 杵築市内
・市報「広報きつき」12月号で啓発週間の周知
・全戸配布　約12,000部

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
大分県 11月20日 大分県内

・掲載紙　大分合同新聞
・サイズ・仕様　　半五段カラー
・掲載内容　北朝鮮啓発週間の周知

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

大分県 12月 大分市内
・JR大分駅、大分市竹町及び中央町ストリートビジョン、一部映画館にて人権週間啓発動画を放映する
とともに、北朝鮮啓発週間の周知を実施

佐伯市 12月7日～12月22日 12月議会中、市長、副市長、人権担当課長着用

宇佐市 12月1日～16日

その他 宇佐市 12月10日～16日
市役所本庁舎・支所・

隣保館
ブルーリボンツリー掲示

ブルーリボンバッジの着用

44 大分県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

演劇公演・
コンサート

宮崎県 10月28日 メディキット県民文化センター演劇ホール ・舞台劇「めぐみへの誓い－奪還－」宮崎公演

ｗｅｂ関連
ホームページ

宮崎県 常時 宮崎県庁ホームページ
・北朝鮮による日本人拉致問題について
・ブルーリボン運動について

宮崎県 １２月１３日～１２月１９日 県庁本館１F展示スペース
・啓発パネル及びチラシの展示、配布

　

椎葉村 10月14日～10月25日 椎葉村庁舎 パネル展示 県人権同和対策課

宮崎県小林市 12月4日～12月10日 小林市庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示

宮崎県高原町 12月1日～12月16日 高原町庁舎 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示

広報誌 宮崎県 ７月及び１１月発行 宮崎県内
・舞台劇「めぐみへの誓い－奪還－」の周知等
・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

宮崎県 １１月２８日（日） 宮崎県内 ・新聞による掲示（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）

宮崎県 １２月１３日～１２月１７日、１９日 宮崎県内 ・ラジオによる広報（北朝鮮人権侵害問題啓発週間のお知らせ）

宮崎県宮崎市 １１月３０日～１２月３日 宮崎県内 ラジオによる広報

掲示
懸け垂れ幕等

宮崎県 １２月９日～１２月１７日 県庁舎、県総合庁舎（延岡市）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間のお知らせ

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

45 宮崎県

パネル・写真展示・企画展
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

DVD上映会 志布志市 12月11日 志布志市やっちくふれあいセンター 人権フェスタ開催によるDVD上映

鹿児島県 4月1日～3月31日 鹿児島県ホームページ 本県出身の拉致被害者についての情報，パネル展の案内､署名用紙の掲載等 　

鹿児島市 12月1日～12月16.日 鹿児島市ホームページ ホームページに掲載

枕崎市 12月10日～12月16.日 枕崎市ホームページ 「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」における周知

日置市 4月1日～3月31日 日置市ホームページ リンク掲示

霧島市 12月24日 霧島市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間に実施した署名・募金活動の成果を、家族会等に贈呈した様子を掲載
北朝鮮による拉致被害者家族
・特定失踪者家族を支援する会

姶良市 4月1日～3月31日 姶良市ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発について

中種子町 4月1日～3月31日 中種子町ホームページ 啓発週間の趣旨，啓発事項

ｗｅｂ関連
Twitter

奄美市 12月上旬 奄美市Twitter パネル・写真展示活動の周知（会場写真・ブルーリボン運動の理解促進文章掲載）

ｗｅｂ関連
Facebook

奄美市 1２月上旬 奄美市Facebook パネル・写真展示活動の周知（会場写真・ブルーリボン運動の理解促進文章掲載）

街頭啓発活動 日置市 12月 江口浜周辺 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 日置警察署，鹿児島県

鹿児島県 12月6日～12月28日 県庁
県庁各課，各地域振興局・支庁の職員を対象に署名を依頼
（署名筆数　1，749筆）

鹿屋市 12月10日～12月16日 鹿屋市庁舎
広く問題についての関心と認識を深めるため、啓発週間時に署名活動や募金活動を行った。
（署名数　1,880筆）

鹿屋市社会福祉協議会，鹿児島県大隅地域振興
局，鹿屋市商工会議所，かのや市商工会，九州農
政局，法務局，鹿屋税務署，労働基準監督署　等

霧島市 12月10日～12月16日 霧島市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に署名・募金活動を実施

姶良市
10月23日
11月28日

12月1日～12月24日

姶良公民館１階ロビー（10月）
蒲生公民館玄関駐車場（11月）
姶良市役所関係庁舎内（12月）

人権フェスタ（10月）
大楠どんと秋祭り（11月）
北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12月）において実施

鹿児島地方法務局霧島支局　　　　　　　　　　霧島人
権擁護委員連合会　　　　　　　　　　　　　霧島人権啓
発活動地域ネットワーク協議会

中種子町 11月22日～12月３日 庁舎一階フロア パネル展とともに実施

鹿児島県 12月10日～12月16日
県庁2階県民ホール，各支庁・地域振興局，イオン

モール鹿児島
本県出身の拉致被害者の写真や拉致被害者家族からのメッセージをパネルにして展示 イオンモール鹿児島

鹿児島市 12月10日～12月16日
生涯学習プラザ

１階展示スペース
パネル展示 鹿児島県

鹿屋市 12月10日～12月16日 鹿屋市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に併せてせて実施

出水市 2月26日～3月7日 出水市中央公民館 拉致問題に関するパネル展示

指宿市 12月10日～12月16日 ふれあいプラザなのはな館　２階 拉致問題に関するパネル展示 鹿児島県

ｗｅｂ関連
ホームページ

署名活動

パネル・写真展示・企画展
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

西之表市 12月6日～12月10日 市役所玄関ホール 拉致問題に関するパネル展示 鹿児島県

霧島市 12月10日～12月16日 霧島市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関するパネル展

志布志市 12月11日 志布志市やっちくふれあいセンター 人権フェスタ開催による拉致被害者パネル展実施（会場入り口ロビー）

奄美市 12月1日～12月20日 奄美市役所名瀬総合支所 北朝鮮人権侵害問題啓発週間のポスター等掲示 　

姶良市
10月23日
11月28日

12月1日～12月10日

姶良公民館１階ロビー（10月，12月）
蒲生公民館玄関駐車場（11月）

人権フェスタ（10月）
大楠どんと秋祭り（11月）
北朝鮮人権侵害問題啓発週間（12月）において実施

大崎町 11月19日～12月2日
大崎町役場
中央公民館

北朝鮮当局による日本人拉致問題啓発パネル展示

中種子町 11月22日～12月３日 庁舎一階フロア 拉致被害者パネル 鹿児島県

鹿児島県 12月10日～12月16日 県庁2階県民ホール 拉致問題啓発アニメ「めぐみ」を来庁者用テレビで放映

鹿児島市 12月10日～12月16日 本庁市民待合ロビー
啓発映画，DVD上映
（午前・午後１回ずつ）

鹿屋市 12月10日～12月16日 鹿屋市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に併せて，パネル・写真展とともに「めぐみ」等のDVDを上映。
拉致被害者家族・特定失踪者家族を支援する会鹿
児島

鹿児島県

・ポスター掲示
(課内：4月1日～3月31日，県庁1

階：12月10日～12月16日）
・ポスター，チラシの配付

（12月1日）
・チラシ作成：11月12日

県内

・ポスター掲示
課内(通年)，県庁１階掲示(12月10日～16日)
・ポスター，チラシ（県作成）の配付
（配付先：県庁各課，各地域振興局・支庁，出先機関，県内大学・短大，コンビニ，商業施設等）
・チラシ作成
（既存チラシの増刷1,000部）

鹿児島市 12月10日～12月16日 本庁，各支所等 チラシの設置

指宿市 12月9日～12月17日
指宿庁舎，山川庁舎，開聞庁舎，ふれあいプラザな

のはな館
・北朝鮮人権侵害啓発週間のポスター掲示

垂水市 12月
垂水市内

（庁舎及び公共施設）
・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配布
・チラシ配布部数　200部

日置市 4月1日～3月31日
日置市役所

（吹上支所，東市来支所）
ポスター掲示

霧島市 12月10日～12月16日 霧島市庁舎
・北朝鮮人権侵害啓発週間に内閣府作成パンフレット配布
・配布部数　50部

奄美市 12月1日～12月20日 奄美市役所名瀬総合支所 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示

姶良市 12月1日～12月2８日 姶良市本庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示

三島村 12月10日～12月16日 村内各出張所 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスター掲示 　

湧水町 12月10日～12月16日　
湧水町役場

(栗野庁舎，吉松庁舎)
北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

鹿児島地方法務局人権擁護課
鹿児島地方法務局霧島支局

DVD放映
（常時）

46 鹿児島県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

東串良町 ４月1日～３月３１日 東串良町役場 拉致問題ポスター掲示

南大隅町 12月 役場掲示板 ポスター掲示

屋久島町 １２月１日～３月３１日 屋久島町本庁舎・出張所 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

宇検村 12月10日～12月16日 役場庁舎内 ブルーリボンツリー周辺にチラシを設置 　

瀬戸内町 4月１日～３月３１日 瀬戸内町庁舎 北朝鮮人権侵害啓発ポスター掲示 　

龍郷町 12月10日～12月16日 龍郷町庁舎
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
・チラシ配布部数　10部

天城町 4月1日～3月31日 役場庁舎内 リーフレット（チラシ）設置 　

伊仙町 4月1日～3月31日 伊仙町役場 リーフレット（チラシ）を窓口カウンター等に設置 　

和泊町 １２月10日～１２月１６日
和泊町庁舎
中央公民館

・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配布
・チラシ配布部数　10部

　

与論町 12月10日～12月16日　 与論町庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

鹿児島県
12月号

（12月1日発行）
鹿児島県内
（全戸配布）

・県政かわら版
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間，ブルーリボン，拉致被害者について，拉致被害者家族からのメッセー
ジ，パネル展の案内等を掲載
・発行部数　720,000部 　（ﾀﾌﾞﾛｲﾄﾞ判，4ページ，ｵｰﾙｶﾗｰ）

鹿児島市 12月
鹿児島市内
（各戸配布）

・市広報誌に掲載
・発行部数　約290,700部

鹿屋市 11月26日，1月28日
鹿屋市内

（全戸配布）
・北朝鮮人権侵害啓発週間の周知・啓発
・拉致被害者家族及び特定失踪者家族への署名・募金の引渡式の様子を掲載

枕崎市 11月号（11月19日発行） 枕崎市内
・お知らせ版11月号による啓発
・発行部数　1140部

指宿市 12月号
指宿市内

（全世帯配布）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知記事を掲載

垂水市 12月 垂水市内全域 ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の記事を掲載

薩摩川内市 12月10日号
市民，公共施設等
（全世帯に配布）

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間記事掲載 鹿児島地方法務局人権擁護課

霧島市 11月25日 霧島市内
・広報きりしまお知らせ版
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間記事掲載

南さつま市 １１月 南さつま市内
・お知らせ版（11月号）
・啓発週間の趣旨、啓発事項掲載
・発行部数　約１6,500部

　

南九州市 11月
南九州市内
（全戸配布）

・広報誌１１月号
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の記事掲載

　

姶良市 11月号 姶良市 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知，パネル展のお知らせ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

さつま町
11月号

（11月1日発行）
さつま町内
（全世帯）

・啓発週間の趣旨，啓発事項掲載
・配布部数　約10,000部

湧水町 11月16日発行
湧水町内

（全戸配布）
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の広報
・配布　約4700戸

鹿児島地方法務局霧島支局
鹿児島県人権啓発ネットワーク協議会

大崎町 11月15日発行 大崎町内全域
・広報誌で啓発
・発行部数　5,200部

　

南種子町 １２月発行
南種子町内
（全戸配布）

・配布枚数　2,950部 　

宇検村 11月 宇検村内
・広報うけん11月号
・ポスター掲載

与論町 12月10日～12月16日　 与論町内
・啓発内容を町広報誌に掲載
・発行部数　約2,200部

　

鹿児島県
8月22日

12月5日～16日
県内

・南日本新聞にパネル展の案内を掲載
（12月5日,10日,14日,15日,16日）
・県政広報番組
（8月22日（インターネット），12月5日）
・ラジオスポット
（MBCラジオ：12月6日，13日，FMかごしま：12月6日，14日）

宇検村 12月10日～12月16日 宇検村内 ラジオ（FMうけん）を利用し、1日2回程度放送

和泊町
沖永良部警察署

12月3日～12月16日 和泊町内 啓発週間に向け，町内のＳＳＴＶ（ケーブルテレビ）文字放送

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

日置市 4月1日～3月31日 さつま湖休憩所 電光掲示板への掲載

鹿屋市 12月10日～12月16日 鹿屋市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に併せて懸垂幕を庁舎に掲示

姶良市 12月1日～12月10日 姶良市庁舎外壁 懸垂幕の掲揚

ライトアップ 鹿児島県 12月10日～12月16日 鶴丸城御楼門 北朝鮮人権侵害問題啓発週間中，鶴丸城御楼門をブルーにライトアップ

鹿児島県 12月9日 県庁 北朝鮮人権侵害問題啓発週間やパネル展の案内等について放送

鹿児島市 12月9日 本庁及び各支所
庁内放送
（午前・午後１回ずつ）

霧島市 12月10日～12月16日 霧島市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に関するパネル展や署名・募金活動について放送

鹿児島県 12月10日～12月16日 県庁 県庁職員に対し，ブルーリボンの着用協力を依頼（配付枚数：759枚）

鹿屋市 随時 鹿屋市庁舎 管理職の職員互助会でバッジを購入し，着用

霧島市 12月10日～12月16日 霧島市庁舎 北朝鮮人権侵害啓発週間中に開催される本会議における出席者のブルーリボンバッジ着用

奄美市 12月１日～３月31日 奄美市役所名瀬総合支所 係職員のブルーリボン着用

姶良市 4月1日～3月31日 姶良市 課長級以上の職員はブルーリボンバッジを購入し、着用

ブルーリボンバッジの着用

掲示
懸け垂れ幕等

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

館内放送

広報誌
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

図書コーナー 姶良市 １２月上旬 姶良市立図書館 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に合わせ、関連する図書を集めたコーナー作成 姶良市立図書館

公用車への啓発マグネット・ステッ
カーの貼付け

霧島市 4月1日～3月31日 北朝鮮人権侵害問題を啓発するため市公用車にマグネットを貼付

鹿児島県 12月9日 県庁
全職員に対し，職員向け掲示板（パソコン）に北朝鮮人権侵害問題啓発週間やパネル展についての案
内を掲載。

鹿屋市 ８月，10月 関係省庁，国会議員，県知事 県市長会及び大隅総合開発期成会において要望活動を行った

鹿屋市 12月10日 市内全域 行政放送を活用し，北朝鮮人権侵害啓発週間について，周知・啓発を行った。

鹿屋市 12月10日～12月16日 鹿屋市庁舎
パネル・写真展とともに実施
募金額 224,432円

霧島市 12月10日～12月16日 霧島市庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間に署名活動とともに実施

姶良市
11月28日

12月1日～12月24日
蒲生公民館

姶良市役所関係庁舎内
署名活動とともに実施

奄美市 12月1日～12月20日 奄美市役所名瀬総合支所 ブルーリボンの設置

姶良市 12月1日～12月28日
姶良公民館

姶良市本庁舎
ブルーリボンを自由に取ってもらうように設置

宇検村 12月10日～12月16日 役場庁舎内 来庁者にブルーリボンをかけてもらうようにツリーを設置

和泊町 12月3日～12月16日 和泊町内 啓発週間に向け，防災無線で町民に広報

その他
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

沖縄県 通年 県ホームページ 県ホームページにおいて周知、啓発

那覇市 12月６日～12月10日 那覇市ホームページ
本市公式ホームページによる市民への情報発信（パネル展の案内、「拉致問題対策本部」及び「法務
省」の各ホームページをリンク）

那覇市 12月６日～12月10日 那覇市役所本庁舎１階 「北朝鮮による日本人拉致問題に関するパネル」等の展示 県

石垣市 11月25日～12月10日 石垣市庁舎 北朝鮮による拉致問題に関するパネルの展示

DVD放映
（常時）

那覇市 12月６日～12月10日 那覇市役所本庁舎１階 ＤＶＤ「アニメめぐみ」の放映

沖縄県 12月10日～12月16日 県庁舎内、各出先機関 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 　

宜野湾市 12月6日～12月16日 庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 人権擁護委員

浦添市 12月10日～12月16日
・浦添市本庁舎内

・浦添市市民協働・男女共同参画ハーモニーセン
ター内

北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 県

名護市 通年 庁舎内 ポスター掲示 法務局、県

沖縄市 12月 市役所1階ロビー 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 法務局

うるま市 １２月1日～１２月28日 うるま市役所庁舎内 ポスター掲示 法務局、人権擁護委員

南城市 12月10日～12月16日 庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

宜野座村 12月10日～12月16日 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 県

金武町 12月10日～12月16日 金武町役場庁舎 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

読谷村 通年 読谷村庁舎
・ポスター掲示
・パンフレットの設置

嘉手納町 通年 嘉手納町庁舎
・ポスター掲示
・パンフレットの設置

人権擁護委員

北谷町 12月10日～12月16日 北谷町役場 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

北中城村 １２月10日～１２月16日 北中城村役場役場庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

パネル・写真展示・企画展

ｗｅｂ関連
ホームページ

47

啓発資料

沖縄県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

西原町 １２月10日～１２月16日 西原町役場 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 県

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

南風原町 12月10日～12月16日 庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

粟国村 12月10日～12月16日 役場内と役場外掲示板 北朝鮮人権侵害問題啓発ポスターの掲示

南大東村 12月15日～28日 村庁舎内 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 県

北大東村 通年 庁舎内 ポスター、チラシの掲示

伊平屋村 通年 伊平屋村役場 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示

多良間村 12月４日～12月10日 多良間村庁舎 北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 宮古島人権擁護委員協議会

竹富町 12月10日～12月16日 庁舎内 北朝鮮人権侵害問題ポスターの掲示 人権擁護委員

館内放送 那覇市 12月６日～12月10日 那覇市役所本庁舎 市民・職員への「パネル展」案内放送（本庁舎内で午前１回、午後１回）

沖縄県 12月 知事、副知事、幹部職員によるブルーリボンバッジの着用

那覇市 12月６日～12月10日 那覇市役所本庁舎１階 「手作りブルーリボン」の配布、職員への「ブルーリボン運動推進」の告知（全庁掲示板）

ブルーリボンバッジの着用

47

啓発資料

沖縄県
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

web関連
ホームページ

札幌市
・テキストとポスター画像の掲載
・「国際シンポジウム」広報
・「拉致問題対策本部公式動画チャンネル」広報

パネル・写真展示・企画展
署名活動
DVD放映
（常時）

ブルーリボンバッチの着用

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

札幌法務局
札幌人権委員連合会

12月13日～12月14日 北海道庁舎 ・北朝鮮による拉致問題に関するパネルの展示
北海道
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 札幌市 12月３日～12月16日
市役所本庁舎

区役所

・啓発週間ポスターの掲出
・「国際シンポジウム」広報チラシ配架・ポスターの掲出
・チラシ配架部数　99枚

札幌市 12月６日～12月12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

・テキストとポスター画像の掲出 北海道

札幌市 12月１日～16日 サッポロスマイル市政PRコーナー ・テキストとポスター画像の掲出 北海道

札幌市 12月11日～12月16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 北海道

指1

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

札幌市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

仙台市 11月中旬～12月16日 仙台市ホームページ 仙台市公式ホームページにより広報を実施した。

署名活動 仙台市 6月30日～7月30日 仙台市役所
仙台市職員の拉致問題への関心と認識を深めるため、庁内において署名活動を実施した。
　署名数：3,432筆

パネル・写真展示・企画展 仙台市 12月10日～16日
仙台市役所１階
ギャラリーホール

拉致問題への関心と認識を深めることを目的として，写真展を開催した。
　実施内容：パネル・写真の展示，啓発ポスターの掲示，リーフレット配布，啓発物品配布、拉致問題舞
台劇を観劇した高校生の感想文パネル展示

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）
　・感想文パネルの提供

11月中旬から順次配布 市内

①写真展開催チラシを作成・配布した。
　配付部数：1,500部
②法務局より送付された北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターを掲出・配布した。
　配布部数：100部

11月下旬～12月16日 市内
法務局、宮城県より送付されたポスターを地下歩道広告枠に掲出した。
　設置箇所：青葉通地下通路2か所
　　　　　　　  広瀬通地下通路2か所

広報誌 仙台市 12月1日、12月9日 市内
広報誌に記事を掲載することにより広報を実施した。
　・仙台市政だより（12/1）
　・河北新報折込紙「河北ウィークリー」（12/9）

掲示
列車、地下鉄、バス中吊り広告

仙台市
8月1日～31日

及び
12月1日～31日

市内
地下鉄車両内に広告ステッカーを掲出した。
　・地下鉄南北線：窓ガラスステッカー　84枚
　・地下鉄東西線：戸袋ステッカー　60枚

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
仙台市

12月5日
12月10日～16日

市内
拉致問題への関心と認識を深めるため、ラジオにより広報を実施した。
　放送局：東北放送、Dateｆｍ、ラジオ3、エフエムたいはく、ｆｍいずみ

掲示
自販機メッセージボード

仙台市 12月10日～16日
市内10か所の
自動販売機

自動販売機メッセージボードにより広報を実施した。

掲示
懸け垂れ幕等

仙台市 12月10日～16日 市役所本庁舎 市役所本庁舎東側に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の懸垂幕を掲出した。

ライトアップ 仙台市 12月10日～16日
・仙台城址伊達政宗公騎馬像
・仙台城址大手門脇櫓（隅櫓）

・仙台放送テレビ塔

拉致問題への関心と認識を深めるため、左記の施設において、拉致被害者救出のシンボルカラーであ
るブルーライトアップを実施した。

㈱仙台放送

館内放送 仙台市 12月10日～16日
市役所本庁舎・北庁舎

上杉分庁舎
庁内放送による広報を実施した。
　午前1回、午後1回

その他 仙台市 2月25日～3月25日 仙台市役所
仙台市職員の拉致問題への関心と認識を深めるため、庁内において私費によるブルーリボンバッジの
購入希望を募り、取りまとめて購入の上配布した。
　購入・配布数：448個

仙台市

仙台市啓発資料

指2
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

さいたま市 通年 ・拉致問題の啓発や市の取り組み等についてホームページで紹介している。
・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　等

街頭啓発活動 救う会埼玉 12月12日 浦和駅西口
拉致被害者・特定失踪者の御家族、救う会埼玉の会員の方々とともに、拉致問題の早期解決を求める
啓発活動を行った。

・拉致被害者、特定失踪者の御家族
・救う会埼玉
・埼玉県

署名活動 救う会埼玉 12月12日 浦和駅西口
拉致被害者・特定失踪者の御家族、救う会埼玉の会員の方々とともに、拉致問題の早期解決を求める
署名活動を行った。

・拉致被害者、特定失踪者の御家族
・救う会埼玉
・埼玉県

パネル・写真展示・企画展 さいたま市 12月10日～12月16日
さいたま市役所本庁舎

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

広報誌 さいたま市 12月 さいたま市内
・「市報さいたま（12月号）」の配布
・配布部数　約60万部
・掲載内容：啓発週間の趣旨、啓発事項

　

掲示
懸け垂れ幕等

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

・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示 さいたま地方法務局

ブルーリボンバッジの着用 さいたま市 12月10日～12月16日 12月10日から16日の「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」に、ブルーリボンを着用

さいたま市指3
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

千葉市 通年 千葉市ホームページ 掲載内容　啓発週間の趣旨、啓発事項　アニメやビデオメッセージ、「拉致チャンネル」へのリンク 　

千葉市役所庁舎
市内各区役所庁舎

市内各保健福祉センター

・国際シンポジウム開催ポスターの掲示及びチラシの配布
・チラシ配布部数　100枚

千葉市役所庁舎
市内各区役所庁舎

他　市内公共施設等
全30ヵ所

・啓発週間ポスターの掲示

広報誌 千葉市 12月号 市政だよりの情報けいじばん「お知らせ」欄 啓発週間の趣旨について掲載

啓発資料 千葉市 12月

千葉市指4
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会 川崎市 10月2日
川崎市内の会議施設（関係者のみの参加。一般の

方はインターネット中継で視聴）

・横田拓也さんの講演
・曽我ひとみさんの講演
・アニメ「めぐみ」の上映　など

【主催】
・川崎市
【共催】
・あさがおの会、川崎人権啓発活動地域ネットワー
ク協議会

　web関連
ホームページ

川崎市 　通年
　川崎市には、拉致被害者の横田めぐみさんの御家族が在住されており、川崎市では拉致問題の一日
も早い解決に向けて、また拉致問題を風化させないために、市が実施する様々な取組について紹介し
ている。

　web関連

Twitter
川崎市 講演会、写真展開催時前 　川崎市が主催する講演会及び写真展開催前の広報を実施している。

　web関連

YouTube
川崎市 通年

　拉致被害者横田めぐみさんの御家族が本市に在住していることから、市民の皆様に拉致問題に関心
を持ちつづけてもらうことを目的として、横田めぐみさんの御家族が拉致問題解決に向けた支援を訴え
るメッセージビデオをYouTubeで発信している。
　令和２年１１月に京町中学校で行われた横田拓也さんの講演の映像をYouTubeで発信している。

　web関連

Facebook
川崎市 講演会、写真展開催時前 川崎市で主催する講演会及び写真展開催前の広報を実施している。

通年 川崎市平和館
拉致問題の一日も早い解決に向けて、市民に拉致問題について理解を深め、関心を持ち続けてもらう
ことを目的として、常設の啓発コーナーを設けている。

【協力】
・あさがおの会

①6月5日
②7月17日

③8月6日～11日
④8月17日～9月20日

⑤9月24日～29日
⑥10月12日～21日

⑦11月23日
⑧12月11日～12日
⑨3月5日～10日

①JR川崎駅北口自由通路
②溝口駅南北自由通路

③麻生市民館
④中原図書館
⑤宮前市民館
⑥有馬中学校

⑦川崎アゼリア（地下街）
⑧ミューザ川崎
⑨多摩区役所

①～⑥、⑧、⑨【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（③～⑥、⑨のみ）

⑦【かわさき人権フェア】
拉致関係の写真展示コーナーを設置

【協力】
・あさがおの会

啓発資料 川崎市 通年・随時実施
　川崎市役所本庁舎、川崎市平和館、講演会、写真

展会場等

・ポスターを市役所庁舎内に掲示
・政府 拉致問題対策本部が発行している冊子類及び本市作成の拉致問題啓発に関するチラシを講演
会、写真展において配布

政府拉致問題対策本部

広報誌 川崎市 随時実施 市政広報紙に講演会、写真展等の啓発事業について掲載している。

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

川崎市
①9月17日～23日、12月10日～

16日
②9月1日～15日

①アゼリアビジョン
（川崎駅東西自由通路）

②幸区役所内窓口呼び出し番号表示モニター

・拉致被害者横田めぐみさんの御家族が本市に在住していることから、御家族が拉致問題解決に向け
た支援を訴えるメッセージビデオを放映することで、市民の皆様に拉致問題に関心を持ち続けてもらう
ことを目的としている。

【協力】
あさがおの会

川崎市 通年
川崎競輪場北門横仮囲い

・極大ポスター（縦約２ｍ×横約１３ｍ）×２部
　あさがおの会、神奈川県、川崎市の連携により、横田めぐみさんの父・滋さんが撮影した「めぐみさん
と家族」の写真等を基に作成したポスターを掲出し、拉致問題の一日も早い解決に向けた啓発を行うも
ので、神奈川県と同様に掲出することにより、より多くの方々へ拉致問題の解決に向けた周知啓発を
行っている。

あさがおの会
神奈川県

川崎市 通年 川崎市平和館
　拉致問題について市民に関心を持ち続けてもらうことを目的として、平和館に拉致問題啓発用の懸垂
幕等を掲出している。

川崎市
①11月5日～11月19日
②12月10日～12月17日

・懸垂幕
中原・高津・宮前・多摩区役所（以上①②）、幸区役

所（②のみ）
・バナースタンド

市役所第3庁舎、川崎・麻生区役所（以上①②）、幸
区役所（①のみ）

　拉致問題について市民に関心を持ち続けてもらうことを目的として、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を
中心とした期間に市役所又は区役所に拉致問題啓発用の懸垂幕等を掲出している。

ブルーリボンバッジの着用 川崎市
通年・随時実施

（啓発週間を含む）
川崎市拉致被害者及び被害者家族支援連絡会議等で職員に呼びかけ

図書コーナー 川崎市
通年・随時実施

（啓発週間を含む）
川崎市平和館
写真展会場

川崎市平和館の常設の啓発コーナーに、図書コーナーを設けている。また、写真展の各会場内に、関
連図書のコーナーを設けている。

その他 川崎市
12月初旬
1月10日

拉致問題について新成人に関心を持ち続けてもらうことを目的として、１２月初旬に成人式対象者に送
付するパンフレットに啓発記事を掲載するとともに、成人の日を祝うつどい当日に、「あさがおの会」が
作成したビデオをダイジェスト（2分30秒）で上映している。

【協力】
・あさがおの会

川崎市

掲示
懸け垂れ幕等

川崎市

パネル・写真展示・企画展
DVD放映
（常時）

図書コーナー

指5
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

コンサート
パネル・写真展示・企画展

啓発資料
民間支援団体「あさがおの

会」
8月13日～8月19日

戸塚区民文化センター
さくらプラザ

・めぐみちゃんと家族のメッセージ～横田滋写真展
・「記事でたどる拉致問題」記事パネル展示
・神奈川県ゆかりの特定失踪者パネル展
・吉田直矢 ヴァイオリン・ミニコンサート
・啓発資料（リーフレット等）の配布
・参加者　2,554人

共催：横浜市、神奈川県、川崎市、相模原市、朝日
新聞社
後援：神奈川県教育委員会 、横浜市教育委員会 、
川崎市教育委員会

DVD上映会
街頭啓発活動

パネル・写真展示・企画展
啓発資料

　横浜市
神奈川県

12月12日 新都市プラザ

・めぐみちゃんと家族のメッセージ～横田滋写真展
・神奈川県ゆかりの特定失踪者パネル展
・横浜市長及び神奈川県知事のビデオメッセージ
・拉致被害者御家族ビデオメッセージ
・アニメ「めぐみ」上映会
・啓発資料（リーフレット、ポケットティッシュ等）の配布
・参加者　約4,200人

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

ｗｅｂ関連
ホームページ

　横浜市 通年 横浜市人権課ウェブサイト ・啓発週間の周知、市の取組の紹介

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

　横浜市 12月10日～12月16日　 市営地下鉄車内
・拉致問題に関する啓発
・市営地下鉄車内に設置された情報装置（６編成×３６箇所＝２１６箇所）を使用し広告を表示

　

　横浜市指6
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

相模原市 常時 相模原市ホームページ
・市ホームページに掲載・啓発
・拉致問題対策本部ホームページ、警察庁ホームページへリンク。

相模原人権啓発活動地域
ネットワーク協議会

11月3日
相模原ギオンスタジアム

（相模原市内）

・市内ホームタウンチームの試合会場にて人権啓発活動の一環で作成した卓上カレンダー（「北朝鮮当
局による拉致問題への理解を深めよう」との標語掲載）を市民に配布
・配布部数１２００部

・ＳＣ相模原

相模原人権啓発活動地域
ネットワーク協議会

11月6日
相模原ギオンスタジアム

（相模原市内）

・市内ホームタウンチームの試合会場にて人権啓発活動の一環で作成した卓上カレンダー（「北朝鮮当
局による拉致問題への理解を深めよう」との標語掲載）を市民に配布
・配布部数３００部

・ﾉｼﾞﾏｽﾃﾗ神奈川相模原

相模原人権啓発活動地域
ネットワーク協議会

12月7日
橋本駅北口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ

相模大野駅北口ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ
（相模原市内）

・駅頭にて人権啓発活動の一環で作成した卓上カレンダー（「北朝鮮当局による拉致問題への理解を
深めよう」との標語掲載）を市民に配布
・配布部数３５０部

・ＳＣ相模原
・ﾉｼﾞﾏｽﾃﾗ神奈川相模原
・三菱重工相模原ﾀﾞｲﾅﾎﾞｱｰｽﾞ
・ﾉｼﾞﾏ相模原ﾗｲｽﾞ
・Team UKYO SAGAMIHARA

相模原人権啓発活動地域
ネットワーク協議会

　9月25日～10月4日
10月5日～10月19日
10月20日～10月26日

シティ・プラザはしもと
グッディプレイス相模原（ワクチン接種会場）

小田急ホテルセンチュリー相模大野（ワクチン接種
会場）

（相模原市内）

・人権パネル展（相模原人権啓発活動地域ネットワーク協議会主催）に合わせて、横田めぐみさんのご
両親のメッセージパネル等を展示及びチラシ等配布
・チラシ配布部数５０枚
・パンフレット配布部数５０部

相模原市 12月10日～12月16日
あじさい会館
（相模原市内）

・パネル展を開催及びチラシ等の配布
・横田めぐみさんのご両親のメッセージパネル及び神奈川県関連特定失踪者パネル等を展示
・チラシ配布部数５０枚
・パンフレット配布部数５０部

広報誌 相模原市 12月 相模原市内

・市広報紙に北朝鮮人権侵害問題啓発週間の期間及びパネル展の開催を掲載
・配布物　 広報さがみはら
　　　　　　　12月1日号
・配布数　約190,000部

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

相模原市 12月4日～12月16日
相模大野ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ

（相模原市内）
・駅前の大型放映機器に人権侵害問題啓発週間の期間及び意識啓発メッセージを掲載

パネル・写真展示・企画展
啓発資料

相模原市指7

街頭啓発活動

107 / 120 ページ



【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会
新潟市
新潟県

新潟日報
11月14日

新潟市民芸術文化会館
コンサートホール

忘れるな拉致　県民集会
講演，署名活動，スライド上映、拉致問題のパネル展
来場者　約600名

救う会新潟

DVD上映会
新潟市
新潟県

国
12月12日 内野まちづくりセンター

「映画めぐみ－引き裂かれた家族の30年－」を上映。
来場者　約60名

ｗｅｂ関連
ホームページ

新潟市 6月5日 新潟市ホームページ 横田滋さん逝去１周忌を迎え、拉致問題解決に向けた市民への市長メッセージを掲載

講座（学習会）
職員向け

新潟市
5月26日
5月27日
6月24日

新潟市

拉致問題の認識を深めてもらうよう、市職員向けに研修を実施
5月26日　新任係長研修
5月27日　新任職員研修
6月24日　新任保育士研修

新潟市
新潟県

5月11日～12月13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

新潟市
新潟県

12月12日 内野まちづくりセンター めぐみ上映会の会場前などにパネルを設置

新潟市
新潟県

12月18,19日
新潟日報社

メディアシップ1階
北朝鮮人権侵害問題啓発週間にあわせた拉致問題のパネル展及び署名活動 新潟日報社、救う会新潟

新潟市 3月10日～3月24日
新潟市巻地区公民館

1階ロビー
広く拉致問題についての関心と認識を深めるための写真パネルを展示 県

新潟市 通年 新潟市役所（分館）
「市民の願い　横田めぐみさん　大澤孝司さんたちの北朝鮮拉致事件の全容解明と全面解決を」横断
幕を市庁舎に設置し、市民等に働きかける。

　

新潟市 通年 新潟市西蒲区役所
「「大澤孝司さん」の北朝鮮拉致認定と一刻も早い救出に向け、一層のご支援を！」横断幕を庁舎に設
置し、市民等に働きかける。

新潟市
6月8日～6月16日

11月1日～12月16日
2月1日～2月28日

新潟市役所（本館）
「北朝鮮による拉致事件の全容解明と全面解決を訴える」懸垂幕を市庁舎に設置し、市民等に働きか
ける。

新潟市 通年 新潟市役所、各区役所　他
北朝鮮による拉致被害者の皆さんを取り戻す強い決意を発信するため、市職員に向けてプルーリボン
を周知し、積極的な着用の協力を呼び掛ける。

新潟市 11月1日～12月16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。

新潟市 7月1日 新潟市議会 新潟市議会拉致問題早期解決促進議員連盟　設立 新潟市議会

新潟市 8月26日 県内市町村 北朝鮮による拉致問題に関する新潟県市町村長の会　設立
県市長会
県内市町村

新潟市 1月21日 新潟市 米国大使館ブヨン・リー一等書記官の拉致現場視察及び市長との面談 米国大使館

新潟市 2月2日 県内市町村 新潟県市町村長の会として、国（岸田首相、松野大臣宛て）に対して要望書を提出（郵送）
県市長会
県内市町村

新潟市

その他

ブルーリボンバッジの着用

掲示
懸け垂れ幕等

指8

パネル・写真展示・企画展
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

静岡市 8月～３月 市ホームページ 広く同問題についての関心と認識を深めるため、市ホームページに記事を作成した。

静岡市 11月～12月 市区庁舎及び市関連施設
・北朝鮮人権侵害問題啓発週間ポスターの掲示及びチラシの配布
・チラシ配布部数　100枚

　

静岡市 12月 市庁舎内
広く同問題の関心と認識を深めるため、市庁舎内フロアスペースに、ポスターやパンフレットを設置、説
明資料を作成し、掲示した。

指9 静岡市

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

DVD上映会 浜松市 12月23日 クリエート浜松 ・映画「めぐみ」上映会
主催：静岡県
共催：浜松市

ｗｅｂ関連
ホームページ

浜松市 通年 市ホームページ
・拉致問題の啓発
・拉致の可能性がある本市出身者に関する情報提供依頼

ｗｅｂ関連
YouTube

浜松市 通年 市ホームページからリンク ・拉致問題対策本部公式チャンネル

啓発資料 浜松市 通年 浜松市庁舎、区役所庁舎等 ・拉致問題ポスターの掲示 　

指10 浜松市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

DVD上映会 名古屋市
5月15日・8月11日・
11月3日・2月11日

なごや人権啓発センター ・子ども向け人権イベントとして、アニメ「めぐみ」を終日繰り返して上映。

ｗｅｂ関連
ホームページ

名古屋市 通年 市公式ウェブサイト ・北朝鮮拉致被害者等及び啓発週間に関する内容の紹介、パネル展開催を広報。

名古屋市 10月・12月・2月 なごや人権啓発センター
・なごや人権啓発センター展示室内に「北朝鮮拉致被害者等の人権」というタイトルのB1パネルを設置
して啓発。

名古屋市 通年 なごや人権啓発センター
・なごや人権啓発センターのあるフロアの通路壁面に「北朝鮮当局によって拉致された被害者等と人
権」というタイトルのB2パネルを設置して啓発。

名古屋市 12月上旬～ 名古屋市内施設等
・法務省より送付される「北朝鮮人権侵害問題啓発週間用ポスター」を市庁舎内及び市内市民利用施
設に掲示して啓発。
・人権イベントにおいて当啓発週間用ポスターを掲示して啓発。

名古屋市 通年 名古屋市立学校 ・市立小・中・高・特別支援学校において、法務省作成「拉致問題啓発ポスター」の掲出等を実施。

ブルーリボンバッジの着用 名古屋市 12月 名古屋市役所等 ・本市職員が、啓発週間にブルーリボンを着用。

図書コーナー 名古屋市 通年 なごや人権啓発センター
・北朝鮮による日本人拉致問題に関する図書やDVDを閲覧室に配架し、利用者に閲覧・視聴・貸出を
行い啓発。

その他 名古屋市 通年 なごや人権啓発センター
・なごや人権啓発センター展示室設置のタッチパネルPC内人権学習用コンテンツで、人権課題の一つ
として「北朝鮮拉致被害者等」の項目を掲載し啓発。

名古屋市指11

啓発資料

パネル・写真展示・企画展
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

京都市 9月 京都市情報館
京都市情報館（京都市公式ホームページ）内に，北朝鮮当局による拉致問題等について周知するため
のページを作成した。

ｗｅｂ関連
Twitter

京都市 12月10日

京都市共生社会推進室
人権文化推進担当

Twitter
「Live Together」

　京都市人権文化推進課Twitter「Live Together」において，啓発週間の周知コメントを投稿した。

ｗｅｂ関連
Facebook

京都市 12月10日

京都市共生社会推進室
人権文化推進担当
フェイスブックページ

「きょうCOLOR」

　京都市人権文化推進課フェイスブックページ「きょうCOLOR」において，啓発週間の周知コメントを投
稿した。

京都市 12月7日～14日 ゼスト御池寺町広場
　多くの市民が訪れるゼスト御池（京都市役所前地下街）において，啓発週間ポスターを掲示した。
・実施主体　京都市

京都市 12月10日～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

京都市 12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　２４３校

京都市教育委員会

広報誌 京都市 12月 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　　 １３，５００部
・掲載内容　啓発週間の趣旨，啓発事項

　

京都市指12

啓発資料
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

DVD上映会
拉致対策本部・大阪府・府

下市町村と共催
1月30日 ピースおおさか アニメ「めぐみ」・拉致被害者家族ビデオメッセージ上映会を実施

拉致対策本部
大阪府、府下市町村

ｗｅｂ関連
ホームページ

Facebook
大阪市 通年

市民局ホームページ、市民局Facebook、区役所ホー
ムページなど

拉致問題の趣旨・啓発事項を掲載
週間の取組を掲載

街頭啓発活動
大阪市

（港区、西淀川区）
11月30日、
12月7日

JR弁天町駅前
JR御幣島駅周辺

拉致問題啓発チラシ・リーフレットの配布

講座（学習会）
市民向け

大阪市
（都島区）

令和4年3月3日 リモート実施 人権啓発推進員へ研修・講座実施

大阪市 12月10日から16日 本庁舎１階　正面玄関ホール 拉致問題啓発パネル・写真の展示

曽根崎警察署・大阪府と共
催

12月1日から12月16日 府警コミュニティプラザ 啓発チラシ各種・ブルーリボンの配架、啓発ポスター・サイネージ画像の掲示
曽根崎警察署
大阪府

大阪市 12月10日から16日 本庁舎１階　正面玄関ホール アニメ「めぐみ」の放映（常時）

曽根崎警察署・大阪府と共
催

12月1日から12月16日 府警コミュニティプラザ アニメ「めぐみ」の放映（常時）
曽根崎警察署
大阪府

啓発資料 大阪市 通年
本庁舎４階市民局入口
１階市民情報プラザ内

各区人権啓発コーナー等

市で作成の拉致問題啓発チラシ
ブルーリボンの会作成の啓発リーフレットなど

広報誌 大阪市 12月 区広報紙おおさか掲示板 24区広報紙に啓発記事を掲載

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

曽根崎警察署・大阪府と共
催

12月1日から12月16日 JR大阪駅構内等　市内13か所 通行人に対して啓発動画を放映（市内大型ヴィジョン・サイネージ））
曽根崎警察署
大阪府

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

大阪市 12月10日から13日 本庁舎正面玄関側 本庁舎にてブルーのライトアップを実施

館内放送 大阪市 12月10日から16日 本庁舎 拉致問題啓発週間、拉致問題啓発事項をアナウンス 　

ブルーリボンバッジ等の着用 大阪市 12月10日から16日
期間中ブルーリボンバッジやブルーリボン記章を着用
（市長、副市長及び関係職員）

その他
大阪市
（港区）

8月 港区内小中学校
北朝鮮人権侵害問題啓発週間
作文コンクール2021の参加勧奨

指13 大阪市

パネル・写真展示・企画展

DVD放映
（常時）
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

Twitter
YouTube
Facebook

堺市 12月10日～12月16日 市ホームページ及びSNS（Twitter・Facebook・LINE）
・広報誌「広報さかい」に合わせて週間啓発記事を市ホームページに掲載するとともにSNSにも掲載
・拉致問題対策本部公式動画チャンネルのリンクを市ホームページに掲載

パネル・写真展示・企画展 堺市 12月10日～12月16日

市役所本庁舎及び
各区役所

１階エントランスホール
（玄関ホール）

・北朝鮮による拉致問題を考えるパネル展の開催（「北朝鮮に拉致された日本人を救出する堺の会」所
蔵のパネル等の展示及び市内各警察署員による情報提供の呼び掛け）

北朝鮮に拉致された日本人を救出する堺の会
市内各警察署

DVD放映
（常時）

堺市 12月10日～12月16日

市役所本庁舎及び
各区役所

１階エントランスホール
（玄関ホール）

・上記「北朝鮮による拉致問題を考えるパネル展」においてアニメ「めぐみ」のDVD放映

啓発資料 堺市 12月10日～12月16日

市役所本庁舎及び
各区役所

１階エントランスホール
（玄関ホール）

・上記「北朝鮮による拉致問題を考えるパネル展」において啓発リーフレットの配布

広報誌 堺市 11月末 市内全戸
広報誌「広報さかい」に週間啓発記事及び大阪府警への情報提供の呼び掛けを掲載し、市内全戸に配
布
・配布数　　約370,000部

市内各警察署

掲示
電光掲示板・動画広告モニター

堺市 12月10日～12月16日
市役所本庁舎、

各区役所、
市施設

・上記「北朝鮮による拉致問題を考えるパネル展」において北朝鮮人権侵害問題に関するメッセージを
記載したポスターの掲示、のぼりの掲出
・掲示板へのポスターの掲出（市役所本庁舎、各区役所、市施設）
・デジタルサイネージやＥＶインフォメーションへの表示（市役所本庁舎）
・電子掲示板への表示（市役所本庁舎、人権ふれあいセンター）
・懸垂幕の掲出（市役所本庁舎及び各区役所、鳳保健文化センター、人権ふれあいセンター）

掲示
懸け垂れ幕等

堺市 11月26日～12月10日 市道大小路筋 ・北朝鮮当局による人権侵害問題を含む人権啓発のための吊幕を掲出（市道大小路筋沿いの街路灯）

館内放送 堺市 12月10日～12月16日 市役所本庁舎及び市施設 ・市役所本庁舎及び人権ふれあいセンターにて館内放送を実施

ブルーリボンバッジの着用 堺市 11月4日付け 課長級以上の職員対象 ブルーリボンバッジ着用について協力依頼

指14 堺市　
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会 神戸市 12月18日 兵庫県公館 拉致問題を考える国民のつどいの開催(内閣官房、兵庫県共催)
内閣官房拉致問題対策本部事務局
兵庫県

ｗｅｂ関連
ホームページ

神戸市
①12月
②通年

神戸市ホームページ
①掲載内容　啓発週間の趣旨、パネル展の案内
②掲載内容　拉致問題に関する取組、拉致問題対策本部ホームページ、拉致問題対策本部の
YouTubeチャンネルへのリンク設定

パネル・写真展示・企画展 神戸市 12月9日～12月15日
神戸市立中央図書館
花時計ギャラリー

北朝鮮人権侵害問題パネル展の開催

広報誌 神戸市 12月
・配布物　広報紙KOBE（12月号）
・配布数　84万部
・掲載内容　啓発週間周知、パネル展の開催

指15 神戸市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

岡山市 市ホームページ 拉致問題についての認識を深めるため、市ホームページに記事を掲載している。

啓発資料 岡山市 １２月～３月 本庁舎総合案内など
人権手帳に啓発活動強調事項の一つとして「北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよ
う」を掲載

　

岡山市指16
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

広島市 常時 広島市ホームページ ・北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知、、「政府・拉致問題対策本部」等のホームページ紹介

広島市 12月3日～1月7日
広島市

東地域交流センター
・パネル展示、ポスターの展示、パンフレットの配布

広島市 12月3日～12月17日
広島市

西地域交流センター
・パネル展示、ポスターの展示、パンフレットの配布

広島県人権啓発活動ネット
ワーク協議会

11月1日～12月31日
※12月4日は生配信

特設Webサイト ・ポスター、パンフレットの掲載
広島県人権啓発活動ネットワーク協議会（広島法務
局、広島県人権擁護委員連合会、広島県、広島市、
広島県社会福祉協議会、広島市社会福祉協議会）

広報誌 広島市 12月1日 広島市内
・ひろしま市民と市政（12月1日号）への啓発週間の趣旨、啓発事項の掲載
・実施主体　広島市
・配布数　約35万部

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
広島市 12月3日 朝日新聞

・12月4日開催のヒューマンフェスタひろしまの啓発記事の中で「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」の周
知記事を掲載
・配布数　約8万部

広島市指17

パネル・写真展示・企画展
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

DVD上映会 北九州市 11月21日 ウェルとばた２階ふれあい広場 ふれあいフェスタ2021会場内で「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」を上映

ｗｅｂ関連
ホームページ

北九州市 常時 北九州市ホームページ 北朝鮮人権侵害問題啓発週間及び啓発行事に関する記事をホームページに掲載

ｗｅｂ関連
YouTube

北九州市 常時 Youtube
人権啓発ラジオ番組「明日への伝言板」で放送した北朝鮮人権侵害問題に関するシナリオの放送音源
を配信

北九州市 11月25日～12月8日 コムシティ３階マーメイド広場 北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展を開催 北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会

北九州市 12月10日～12月15日 男女共同参画センター（ムーブ）１階交流広場 北朝鮮人権侵害問題啓発週間パネル展を開催 北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会

北九州市 10月14日～12月16日 市内行政施設等 北朝鮮人権侵害問題啓発週間の周知及び啓発行事の広報を目的としたチラシを制作し配布 北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会

北九州市 10月14日～12月16日 市内行政施設、イベント会場等 北朝鮮人権侵害問題啓発週間及びブルーリボンの周知を目的としたポケットティッシュを制作し配布

北九州市 11月9日、12月18日 CROSSFM
人権啓発ラジオ番組「明日への伝言板」で北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2020中学生
部門で最優秀賞を受賞した作文「北朝鮮拉致 」を紹介

北九州市 12月1日～16日 福岡県一円
人権啓発ＣＭに、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の告知を表示
・実施主体　北九州市・福岡県・福岡市
・放送局　　　県内民放5局

福岡県・福岡市

ブルーリボンバッジの着用 北九州市 12月10日～12月16日 市役所内等 ブルーリボンの着用を奨励。、イベント時に布で制作したブルーリボンを配布。 北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会

図書コーナー 北九州市 常時 北九州市人権推進センター内人権ライブラリ 拉致問題等に関する冊子の貸出し、資料の配布を実施 北九州市人権問題啓発推進協議会

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ

パネル・写真展示・企画展

啓発資料

指18 北九州市
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

講演会・集会 福岡市 11月27日 　城南市民センターホール

【上映】
・アニメ「めぐみ」
・「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」
【講演】
・講師　飯塚　耕一郎氏
・演題　「母を取り戻す　～全拉致被害者　即時一括帰国に向けて～」

・参加人数　約100人

後援　福岡県、福岡法務局、福岡県人権擁護委員
連合会

ｗｅｂ関連
ホームページ

福岡市 11月～1月 福岡市ホームページ ・講演会や映画上映会案内、啓発週間の周知

ｗｅｂ関連
YouTube

福岡市 12月～
YouTube

福岡チャンネル
・飯塚　耕一郎氏　講演動画を掲載

パネル・写真展示・企画展 福岡市 12月10日～16日 福岡市役所１階 ・パネル展示 内閣官房拉致問題対策本部

DVD放映
（常時）

福岡市 12月10日～16日 福岡市役所１階 ・上記パネル展示と併せ、アニメ「めぐみ」DVDを放映 内閣官房拉致問題対策本部

啓発資料 福岡市 11月～12月
福岡市役所、区役所、

公民館、市立中学校・高等学校・特別支援学校等
・啓発週間ポスター（法務省作成）を掲示

福岡市 12月10日、2月10日 県内

福岡市人権啓発ラジオ番組「こころのオルゴール」でシナリオ「めぐみさんへの手紙」を放送（5分番組）
・放送時間帯
　16：53～16：58／7：52～ 7：57
・回数　2回
・放送局　CROSS FM
・内容　拉致問題啓発シナリオ「めぐみさんへの手紙」を放送
・実施主体　福岡市

福岡市 12月10日～12月16日 県内

人権啓発テレビスポットＣＭの最後に週間の告知カットを放送
・実施主体　福岡県・福岡市・北九州市
・回数　107回
・放送局　RKB毎日放送、九州朝日放送、テレビ西日本、福岡放送、TVQ九州放送
・内容　啓発週間の周知

福岡県、北九州市

ブルーリボンバッジの着用 福岡市 12月10日～16日 福岡市役所 ・職員にブルーリボン及び啓発週間用名札の着用を奨励

指19 福岡市

掲示
新聞、テレビ、ケーブルテレビ、ラ

ジオ
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【都道府県・ 指定都市】

連携協力先具体的な内容　

令和３年度における北朝鮮による日本人拉致問題に関する理解促進活動の実施状況

番
号

都道府県
指定都市 実 施 事 業 実 施 主 体 時　期 場　所　

ｗｅｂ関連
ホームページ

熊本市 通年 ・特設記事として掲載

広報誌 熊本市 12月
・市政だよりへの啓発記事掲載
・熊本市内全戸配布

指20 熊本市
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