
令和元年度の活動報告について 

 

１ 北方領土の返還を求める都民会議 

 

（１） 第１回理事会・総会 

開催日 令和元年 7月 2日（火） 

理事会 14：00～14：45 総会 15：00～16：30 

場 所 京王プラザホテル（新宿区） 

参加者 理事会 12名、総会 66名 

 

      

 

（２） 第２回理事会 

開催日 令和元年 12月 2日（月） 15：00～16：00 

場 所 東京都庁（新宿区） 

参加者 12名 

 

（３） 第３８回 北方領土の返還を求める都民大会 

開催日 令和 2年１月 30日（木） 14：00～16：15 

場 所 京王プラザホテル（新宿区） 

 

（４） 北方領土啓発パネル展の開催 

令和元年 7月 2日（火） 京王プラザホテル（新宿区）：通常総会会場 

令和元年 8月 10日（土）～16日（金） 東京都庁 

令和元年 8月 17日（土）～8月 23日（金） 立川市役所 

令和元年 12月 3日（火）～12月 10日（火） 新宿区役所 

令和 2年 1月 30日（木） 京王プラザホテル（新宿区）：都民大会会場 

（以下予定）  

令和 2年 2月 7日（金）～12日（水） 東京都庁 

令和 2年 2月 18日（火）～28日（金） 日野市役所 

 

 

 



     

東京都庁                  立川市役所 

 

２ 北方領土の返還を求める都民会議教育者会議 

 

（１）  第 1 回教育者会議の開催 

開催日  令和元年 7月 5日（金） 

参加者  10名（教諭 7名、事務局 3名） 

場  所  東京都庁 

内  容  ○令和元年度都民会議通常総会について 

○平成 31年度（令和元年度）現地視察学習会（根室訪問）について 

○根室市・サテンドールの取組について 

 

（２）  平成 31 年度現地視察学習会（根室訪問） （実施主管：東京都） 

開催日  令和元年 7月 30日（火）、31日（水）  

主  催  北方領土の返還を求める都民会議 

場  所  北海道根室市 

参加者  17名（教育者 15名、事務局 2名） 

内  容  ○啓発施設等視察 

（北方四島交流センター、北方館、納沙布岬、道の駅スワン 44ねむろ） 

○スナックサテンドールでの懇談 

○北方領土元島民（語り部）の講話（多楽島出身：河田弘登志さん） 

○地元教員の講演（根室高校） 

 

（３）  第２回教育者会議の開催 

開催日  令和元年 11月 1日（金） 

参加者  11名（教諭 8名、事務局 3名） 

場  所  東京都庁 

内  容  ○令和元年度 現地視察学習会（根室訪問）報告 

○平成 31年度根室現地研修会報告 



 ○平成 31年度北方四島交流教育関係者・青少年訪問事業報告 

 ○令和元年度都民大会について 

  

（４）  第３回教育者会議の開催 

開催日  令和 2年 2月 18日（火）（予定） 

場  所  東京都庁 

 

３ 関係団体との連携 

 

（１）  第 44 回都道府県推進委員全国会議 （開催地：東京都） 

開催日  平成 31年 4月 12日（金） 

主  催  独立行政法人北方領土問題対策協会 

参加者  113名（都民会議 3名） 

 

（２）  2019 年度関東甲信越ブロック北方領土問題関係者会議 （開催地：山梨県） 

開催日  令和元年 6月 7日（金）、6月 8日（土） 

主  管  北方領土返還要求運動山梨県民会議 

場  所  山梨県甲府市（山梨県防災新館） 

参加者  31名（都民会議 3名） 

内  容  報告事項: 

○北方領土問題への取組について（内閣府北方対策本部） 

○令和元年度事業計画について（北方領土問題対策協会） 

○地域イベントにおける活動計画（北方領土返還要求運動栃木県民会議） 

○令和元年度北方領土交流受入事業の報告（北方領土返還要求運動神奈川県民

会議） 

○令和元年度関東甲信越青少年交流会・教育指導者地域研修会について（北方領

土返還要求群馬県推進連絡協議会） 

協議事項: 

○各都県からの協議事項 

・教育委員会と協力して実施している事業について 

・北方領土問題教育者会議の取り組みについて 

・新規会員の入会について 

○次年度以降会議開催都・県及び事業実施都・県について 

○令和元年度連絡協議会役員の選出について 

 

（３） 第 33 回北方領土返還要求運動関東甲信越青少年交流会 及び 

令和元年度関東甲信越北方領土問題教育指導者地域研修会 （実施主管：群馬県） 

開催日  令和元年 7月 27日（土）～28日（日）  

主  催  関東甲信越ブロック北方領土返還要求運動都・県民会議連絡協議会 

     独立行政法人北方領土問題対策協会 



         北方領土返還要求群馬県推進連絡協議会（主管） 

場  所  高崎ワシントンプラザ 

参加者  都民会議 5名（青少年 4名、地域研修会１名） 

 

（４） 令和元年度北方領土問題青少年・教育指導者現地研修会 （実施主管：北対協） 

開催日  令和元年 8月 1日（木）～4日（日）  

主  催  独立行政法人北方領土問題対策協会 

後  援  内閣府、外務省、文部科学省、全日本中学校長会、全国都道府県教育委員会連合

会、公益社団法人日本 PTA全国協議会 

場  所  北海道根室市 

参加者  都民会議 6名（青少年 4名、引率者 1名、教育指導者 1名。全体 74名（内訳は青

少年 48名、引率者 6名、教育指導者 20名）） 

内  容  ○啓発施設等視察（北方四島交流センター、納沙布岬） 

○地元高校生による出前講座 

○元島民の体験談 

○「ジョバンニの島」鑑賞 

○北方領土壁新聞作り 

○北方四島訪問事業参加報告 

○北方領土授業構成案作り 

 

（５） 平成 31 年度北方四島交流教育関係者訪問事業 （実施主管：北対協） 

開催日 令和元年 9月 7日（土）～9月 10日（火）  

主  催 独立行政法人北方領土問題対策協会 

訪問島 国後島 

後  援 内閣府、外務省、文部科学省、全日本中学校長会、全国都道府県教育委員会連合

会、公益社団法人日本 PTA全国協議会 

参加者 都民会議 1名（団長） 

 

（６）令和元年度全国北方領土啓発イベント「～見て！知って！楽しんで！～北方領土ふれあい

キャラバン」（開催地：東京都） 

開催日 令和元年 8月 31日（土）、令和元年 9月 14日（土） 

 令和元年 11月 16日（土）、令和元年 11月 17日（日） 

場  所 アリオ亀有（8月）、二子玉川ライズ（9月）、日比谷公園（11月） 

主  催 独立行政法人北方領土問題対策協会 

協  力 北方領土の返還を求める都民会議 

実  績 アリオ亀有分：来場者数 2,542名、署名数 272名 

     二子玉川ライズ分：来場者数 3,477名、署名数 380名 

        日比谷公園分：来場者数 1,524名、署名数 171名 

 

 



（７） 令和元年度都道府県民会議代表者全国会議 （開催地：東京都） 

開催日  令和元年 11月 30日（土） 

主  催  独立行政法人北方領土問題対策協会 

場  所  TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 

参加者   都民会議 3名 

 

（８） 北方領土返還要求アピール行進（開催地：東京都） 

開催日 令和元年 12月１日（日） 

主  催 北方領土隣接地域振興対策根室管内市長連絡協議会(北隣協) 

（構成団体：根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町） 

場  所 日比谷公園野野外音楽堂～鍛冶橋交差点 

参加者 都民会議 15名 

 

（９） 北方領土返還要求街頭啓発事業（開催地：東京都） 

開催日 令和元年 12月 1日（日）～3日（火） 

主 催 内閣府、北方領土隣接地域振興対策根室管内市町連絡協議会（北隣協） 

後 援 東京都ほか 

場 所 新宿駅西口地下広場「イベントコーナー」 

 

（10） 令和元年北方領土返還要求全国大会（開催地：東京都） 

開催日  令和 2年 2月 7日（金）（予定） 

主 催  北方領土返還要求全国大会実行委員会 

 

（11） 北方領土に関する全国スピーチコンテスト最終選考会（開催地：東京都） 

開催日 令和 2年 2月 22日（土）（予定） 

主 催 独立行政法人北方領土問題対策協会 

 

（12） 北方領土教育者会議全国会議（開催地：東京都） 

開催日 令和 2年 2月 23日（日）（予定） 

主 催 独立行政法人北方領土問題対策協会 

 

（13） 北対協ツイート（URL：https://twitter.com/hoppou_erika） 

都民会議総会、パネル展（都庁 1階、立川市役所）、教育者会議根室訪問等にて、 

随時ツイート。 

 


