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ACPF バーチャルサイト FAQ 

 

Ⅰ.コングレスについて 

1-1 コングレスとは何ですか。 

国連犯罪防止・刑事司法会議（通称：コングレス、Crime Congress）は、司法機関の

高官・実務家・研究者が一堂に会し、１９５５年以降、５年に一度開催される犯罪防

止・刑事司法分野における国連最大規模の国際会議です。その意義、歴史、日本政

府の取り組み、今回の京都コングレスの概要などは、以下をご覧ください。  

コングレスでは、国際社会が直面する諸問題について知見の共有、意思疎通、国際

協力の推進を行うことにより、より安全な世界を目指します。その方策等について

「政治宣言」が採択されます。  

 法務省ポータルサイトをご覧ください。 

→ 第１４回国連犯罪防止刑事司法会議（京都コングレス）について｜概要｜京

都コングレス 第 14 回 国連犯罪防止刑事司法会議 (moj.go.jp) 

→英語 The Kyoto Congress The 14th UN Congress on Crime Prevention and 

Criminal Justice (moj.go.jp) 

 ACPF 会報 64 号（2020.3 月）の 6 ページに見開き 2 頁でまとめていますので

ご覧ください（日本語のみ）。 

→ 8f7e3022b34d676c869f03c11a7478b3.pdf (acpf.org) 

但し、情報は 2020 年 3 月時点（コロナで延期前）のものです。 

 

1-2 国連の行事と伺いましたが開催の歴史と内容を教えてください。 

 ACPF 会報 57 号（2015.9 月）の 2 頁以下に簡潔に触れていますのでご覧くだ

さい。 

→acpf57.pdf 

 現在のコングレスは、国際連合設立後の 1955 年に第 1 回がジュネーブで開催

されました。以後 5 年毎に開催され、今回初めて 1 年延期となりました。 

 日本は 1970 年に京都コングレスの主催国となっています。場所は、同じ国立

京都国際会館です。このときから最後に「宣言」を採択するようになりました。 

 コングレスの性格は、1980 年から 1991 年にかけて変わります。それまでの専

門家会合の要素が強いものから、政府間会議へと変化します。ただワークショ

ップは専門家会合の名残であり、参加者が附属会議（サイドイベント）を開催

し、コングレスを盛り上げています。 

 最近では、若者の意識向上と参画、そして意見を反映させるため、本会議の前

にユースフォーラムを開催しています（2015 年ドーハコングレスが第 1 回）。 

http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/about/congress.html
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/about/congress.html
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/en/
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/en/
https://www.acpf.org/wp-content/uploads/2020/02/8f7e3022b34d676c869f03c11a7478b3.pdf
https://www.acpf.org/wp-content/uploads/2018/01/acpf57.pdf
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京都コングレスでも、2021 年 2 月 27 日・28 日に第 2 回が開催されました。 

 

1-3 コングレスと日本政府、ACPF との関係を教えてください。 

 コングレスと日本政府の関係 

コングレスには、その前身があり、日本との関係は深いものです。これもま

た、ACPF の事務局ニュース第 3 号（2017.9 月）の 2 頁をご覧ください。 

→b7373af0c5d73380653ead8c76e66685.pdf (acpf.org) 

1882 年（明治 5 年）の国際刑務国会議（IPPC：International Penal and 

Penitentiary Commission）が起源です。後に IPPC は国際連盟傘下となり、日

本は国際連盟脱退（1933 年）も、IPPC に資金を拠出し、参加してきました。  

この IPPC を引き継いだのが、現在の国連であり、第 1 回ジュネーブコング

レス当時（1955 年）には国連加盟国ではなかったのに、参加が認められました。 

 UNAFEI（通称：アジ研）による日本政府の貢献 

日本政府は、毎回のコングレスに政府代表団が参加し、犯罪防止・刑事司法

の分野で意見を提出するなど、貢献してきました。 

特に、1961 年の国連と日本の協定により UNAFEI（国連アジア極東犯罪防止

研修所：United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime 

and the treatment of Offenders）が設立されましたが、ここは開発途上国の刑

事司法関係者を研修する機関です（法務省所管）。 

 

https://www.acpf.org/wp-content/uploads/2018/08/b7373af0c5d73380653ead8c76e66685.pdf
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世界の安全のためには犯罪防止と刑事司法が機能することが重要であり、ま

さに国際協力分野で重要な役割を担い、貢献しているのです。そして、国連ネ

ットワーク機関（PNI）の一員として、2000 年からワークショップの一つを主

導する役割を担い、他のワークショップにも専門家を派遣するなど、コングレ

スに貢献しています。 

UNAFEI は首相官邸による英語発信の記事（We are Tomodachi）にも 2016

年に紹介されています。 

→ Strengthening Criminal Justice Systems Around the World / The 

Government of Japan - JapanGov - 

 コングレスと ACPF との関係 

この UNAFEI を支援しているのがアジア刑政財団（ACPF：Asia Crime 

Prevention Foundation）です。ACPF の設立は 1982 年であり、1970 年京都コ

ングレス運営に貢献した故敷田稔氏が実質的な創設者です。敷田氏は 1960 年

代から連続 9 回コングレスに参加し（前人未踏）、1990 年頃にコングレス不要

論が出た際に、アジア全体の地域国際会議がないこと踏まえ、コングレスの重

要性を誠心誠意訴え、これが通じてコングレスは生き残り、現在も続いている

わけです。ACPF は、敷田氏の活動を通じ、そして UNAFEI を通じてコングレ

スに貢献したことが評価され、国連 NGO として総合諮問資格（トップカテゴ

リー）を有しています。 

↑ メイン動画にあり 

1-4 京都コングレスの概要を教えて下さい。 

2015 年 9 月、国連で持続可能な開発目標（SDGs）が採択されました。これは「2030

アジェンダ」と呼ばれるものです。その達成に向けた犯罪防止，刑事司法及び法の

支配の推進」が、京都コングレスの全体テーマになります。 

そのテーマの下、国際社会が直面する組織犯罪，腐敗やテロなどの脅威に効果的

に対処するための指針を打ち出していきます。 

  

https://www.japan.go.jp/tomodachi/2016/spring2016/strengthening_criminal_justice.html
https://www.japan.go.jp/tomodachi/2016/spring2016/strengthening_criminal_justice.html
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また、「誰一人取り残さない」社会を実現することが謳われており、特に，SDGs

ゴール 16「平和と公正をすべての人に」は，平和で包括的社会を実現するため，法

の支配を促進することなどが明確にされています。 

京都コングレスは、最後に「政治宣言」を取りまとめて、今後の 5 年、そして 2030

アジェンダの達成に向け、重要なものと位置づけられています。 

また、初のオンライン会議を併用するため、この意味でも歴史的なエポックとな

るものです。 

 

1-5 今回の京都開催の概要と日程・全体スケジュールを教えてください。 

 法務省ポータルサイトをご覧ください。全体日程が分かります。 

→日本語【HP 掲載・審議官了】京都コングレスプログラム案 (moj.go.jp) 

→英語 Annex_timetable_provisional_agenda_final.pdf (unodc.org) 

 

1-6 実際に京都に行きたいのですが、誰でも参加できますか。 

COVID-19 の世界的感染拡大のため、国内外とも厳しい参加制限があり、事前に

国連から会場参加が認められた方のみ参加できます。その手続は去る 2 月 24 日

に締切りとなって終了しており、これから参加はできません。 

 

 

1-7 オンライン参加できますか？ 手続が必要ですか？ 

2 種類あります。 

(1) 日本政府主催の会議やサイドイベント、全体会合、2 つのワークショップについ

ては、誰でも参加（視聴）ができます。 

手続は、法務省ポータルサイトから Intrado に登録するだけです。 

→オンラインポータル｜参加者向け情報｜京都コングレス 第 14 回 国連犯罪防

止刑事司法会議 (moj.go.jp) 

14th United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice(”Kyoto 

Congress”) Registration (onlinexperiences.com) 

登録期間は、3 月 12 日（コングレス終了日）までです。 

 

(2) 国連主催のコングレス全体については、事前に国連からオンライン参加を認めら

れた方のみ参加できます。その手続は去る 2 月 24 日に締切りとなって終了して

います。 

なお、国連ウェブニュースでもコングレスの模様は配信されます。 

 

1-8 バーチャルサイトから ACPF 以外の情報、全体会議、附属会議（サイドイベント）に

http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/programme/download/pdf20210209.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/Congress/resources_card/Annex_timetable_provisional_agenda_final.pdf
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/participants_info/portal_site.html
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/participants_info/portal_site.html
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=1EFD58F4-1FF8-40F4-8023-90E33D2FC57E&Referrer=http%3A%2F%2Fwww.moj.go.jp%2F
https://onlinexperiences.com/scripts/Server.nxp?LASCmd=AI:4;F:QS!10100&ShowUUID=1EFD58F4-1FF8-40F4-8023-90E33D2FC57E&Referrer=http%3A%2F%2Fwww.moj.go.jp%2F
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参加したり、他の団体等のサイトを見たいのですができますか。 

上記 1-7(1)のとおりです。 

ご覧になっているバーチャルサイトは、関係機関、企業等がバーチャル展示を行う

ために開設されているので、それ以外はできません(それぞれ登録を経なければ視聴

できない)。 

  

Ⅱ.ACPF 及び関係行事について 

 2-1 ACPF とはどういう団体ですか。活動内容を知りたい。 

ACPF ウェブサイトをご覧ください。 

→トップページ｜国連 NGO｜公益財団法人 アジア刑政財団 (acpf.org) 

→アジア刑政財団とは｜国連 NGO｜公益財団法人 アジア刑政財団 (acpf.org) 

英語版 

→TOP｜国連 NGO｜Asia Crime Prevention Foundation (acpf.org) 

→What is the ACPF?｜国連 NGO｜Asia Crime Prevention Foundation 

 

 2-2 ACPF が主催（共催）する行事とそのスケジュール、概要、参加方法を教えてくださ

い。会員ではありませんが、オンデマンドで、あとで見ることはできますか？ 

次の 2 つがあります。 

(1) 3 月 10 日(水)11:30～13:00 

ACPF 主催の附属会議（サイドイベント）  

「迷路から抜け出そう！ 福祉と刑事司法の協働」  

 

(2) 3 月 10 日(水)14:00～15:30 

UNAFEI と ACPF 共催の附属会議（サイドイベント）  

「アジ研同窓生のその後の活躍」  

 

(3) 3 月 12 日(金)最終日の 

京都コングレスの国連事務局である UNODC 主催のピアノコンサート映像が

上映されますが、ACPF はこれを支援しています。 

 

(1) は、国連 NGO としての ACPF 主催ですので、事前に国連からオンライン登録を

認められた方のみライブで視聴できます。 

 なお、ACPF では、(2)の附属会議については、会議終了後にオンデマンド等で

視聴できるようにする予定ですので、ACPF ウェブサイトに注意しておいてくだ

さい。 

(2) は、上記 1-7 の Intrado に登録すればどなたでもライブ又はオンデマンドでも

https://www.acpf.org/
https://www.acpf.org/about
https://www.acpf.org/english
https://www.acpf.org/english/about
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見られます。(3)は、現時点では、(1)で視聴できるか分かりませんが、国連ウ

ェブニュースで視聴できる予定です。 

 

 2-3 附属会議（サイドイベント）について、参加者、その内容、概要について教え

てください。 

(1) ACPF 主催の「迷路から抜け出そう！ 福祉と刑事司法の協働」  

（3 月 10 日 11:30～13:00） 

英語→Sessions (un-congress.org)  

進行役：吉田弘之 ACPF 事業部長（元矯正幹部） 

発表者：①白木麗弥弁護士（日本） 

②ドナ・キャパラス（フィリピン国家警察委員会犯罪防止調整局長） 

③アニュワン・ウォンピチェット博士（タイ司法研究所副所長） 

Ms. SHIRAKI Remi, Attorney at Law, Japan 

Ms. Donna Caparas, Director II, Crime Prevention and Coordination Service, 

National Police Commission, NAPOCOM, the Philippines 

Dr. Anuwan Vongpichet, Deputy Executive Director and Director of the Justice 

Innovation Office, Thailand Institute of Justice (TIJ), Thailand 

（趣旨） 

犯罪者の更生のためには、刑事司法分野だけでなく、社会福祉、医療、市民へ

の啓発活動、民間の支援など様々な相互協力が必要です。特に、後者により更生が

可能であれば刑事司法手続により厳罰に処する必要性は薄くなります。 

日本では刑事司法と社会福祉の協働が数年前から言われておりますが、その問

 

http://www.un-congress.org/Session/List
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題点と成果を共有し、併せて他国にはそれぞれの特殊事情がありますので、互いに

経験から学び合い、安全な社会実現に向けた方策等を今後の参考として活かすこ

とができます。 

発表者によるプレゼン、相互の質疑応答、オンライン参加者との活発なやり取

りを行う予定です。 

(2) UNAFEI と ACPF 共催の附属会議（サイドイベント）  

「アジ研同窓生のその後の活躍」  

進行役：石原香代 UNAFEI 次長 

発表者：①二子石亮 UNAFEI 教官（日本） 

②キティポン・キタヤラク博士（タイ司法研究所長） 

③ルス・カルメン・イバーニェス・カランザ判事（国際刑事裁判所控訴部） 

④セベリーニュオ・ガーニャ氏（フィリピン司法省元次長検事） 

⑤ウラジミール・アラス控訴院検事（ブラジル） 

Moderator：Ms. ISHIHARA Kayo 

Presenter： 

① Mr. FUTAGOISHI Ryo（UNAFEI Professor） 

② Prof. Dr. Kittipong Kittayarak（Executive Director, Thailand Institute of Justice） 

③ Judge Luz del Carmen Ibáñez Carranza（Appeals Chamber of the International 

Criminal Court） 

④ Mr. Severino Hunt Gaña, Jr.（Former Senior Deputy State Prosecutor of the 

National Prosecution Service, Department of Justice, Philippines） 

⑤ Mr. Vladimir Aras （Federal Appellete Prosecutor, Brazil） 

（概要）  

UNAFEI 卒業生が、国際研修・セミナーの経験と、その経験の活用、その後の活

躍等について、情報共有し、UNAFEI 研修の意義を語り合います。 

 

Ⅲ.ACPF バーチャルサイトの内容について 

 3-1 ACPF のバーチャルサイトの内容を、関係者と共有したいのですが、できますか。そ

の方法、手続を教えてください。 

京都コングレス開催中であれば、上記Ⅰ.1-7 の(1)のとおり、Intrado 登録すれば視

聴できますので、共有したい方にお伝えください。 

京都コングレス終了後には、ACPF ウェブサイトを通じて、会員・関係者には視聴

できるようにする予定ですので、ACPF 事務局にお問い合わせください。 

 

 3-2 メイン画面の内容について 

 国連 NGO としてはどういう歴史がありますか。 
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1982 年 2 月 アジア刑政財団設立 

1991 年 3 月 国連 NGO として認可 

2000 年 5 月 国連 NGO 総合協議資格（トップカテゴリー）取得 

1992 年～2008 年 合計 12 回の ACPF 世界大会を開催し、そこで採択された決

議をもとに国連に意見を提出するなどして貢献してきました。 

当時は、政府関係者が異動により顔ぶれが変わるのが日本ですが、敷田氏が国

連、法務省、検察、UNAFEI での勤務経験に基づき、連続参加していたことから、

世界の刑事司法関係者から一目置かれる存在でした。ACPF としての貢献は表舞

台でも裏舞台でも存在感を示していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 敷田さん、堺屋さんは偉大な方のようですが、どういう方で、どういう業績があ

りますか。 

(1) 敷田氏について 

経歴・功績については、バーチャルサイトの右下のタブ、ACPF 会報第 60 号

（2017.12 月）をご覧ください。 

→acpf60.pdf 

既に上記の説明でお分かりのとおり、法務検察に勤務しながらも、国際分野

での活動が長く、開発途上国の刑事司法支援のみならず、国際検察官協会の設

立にも尽力した方です。西洋の刑事司法に対して、日本そしてアジア（東洋）

の立場から国際的に発信していこうとした方です。 

国際舞台の裏側の素顔については、ACPF メールマガジン第 5 号・敷田英子

夫人の「米寿の祝」0f4475c77eaf98d1d8a988fa7ecb3435.pdf (acpf.org)を御覧く

 

https://www.acpf.org/wp-content/uploads/2018/01/acpf60.pdf
https://www.acpf.org/wp-content/uploads/2021/01/0f4475c77eaf98d1d8a988fa7ecb3435.pdf
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ださい。 

(2) 堺屋氏について 

日本の方ならその名前は御存知かと思います。 

元々は通産省に勤務し、1970 年に大阪万国博覧会の運営で手腕を発揮し、著

名な作家でもあり、経済企画庁長官（大臣級）を務めた方です。 

ACPF 会長としてご協力くださり、中でもデータでみる「安全な国 日本」

（通称：安全手帳）は、堺屋氏の発案によるもので、責任編集者となっており

ます。 

 

 歴代幹部は検事ですか。その理由は？ 

犯罪防止・刑事司法分野における国際貢献は、1962 年以来（JICA 創設前）、

UNAFEI の国際協力を通じてなされました。UNAFEI は法務省所管であり、 

・職員は法務省職員から配置されること 

・犯罪防止・刑事司法の専門性が必要とされること 

・途上国からの参加者は刑事司法関係者であること 

などの背景から、検事が UNAFEI 所長を務めています。 

ACPF は UNAFEI つまり途上国支援を目的として発足した経緯もあって、

検事経験者が幹部を務めることも多いのですが、民間の方々も理事として貢献

してくださっています。 

 活動内容について（各写真の解説） 

メイン動画のことかと思いますが、 

1 枚目：UNAFEI の国内外研修参加者を毎年 5 月国技館に招待している様子です

（本部支部の期成会主催）。日本の伝統文化紹介行事です。 

2 枚目：UNAFEI の国内外研修者が横浜の刑事司法機関視察をしますが、その際

に横浜湾クルーズで夜景を楽しみながら、ディナーと日本舞踊など堪能

します（横浜支部主催）。 

3 枚目：UNAFEI の国内外研修参加者が埼玉支部と保護司関係の交流をした際の

一コマです（ケニアの刑事司法関係者が来日した時の様子です） 

4 枚目：フィリピン ACPF（CPPAP）と ACPF 名古屋支部とは連携協定を結ん

で 25 年ほど経過しておりますが、2017 年に協定を改定したときの様子

です。 

5 枚目：UNAFAEI 海外参加者を各支部が招待して地方の特色を視察してもらい

ますが、大阪支部主催行事であり、近畿大学法科大学院生と議論している

ときの様子です。 

6 枚目：UNAFEI の国内外研修参加者が広島の刑事施設のほか原爆ドームを訪れ

ます。その際に、広島支部が企画して被爆体験の講演を主催しています
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（英語による語り部）。 

7 枚目：毎年 1 月下旬、UNAFEI・ACPF・日本刑事政策研究会共催により、刑事

政策公開講演会を開催しており、その時の様子です（2013 年から 7 回実

施）。 

8 枚目：経営法友会との共催で、UNAFEI 研修の海外講師を招いて意見交換をし

ている様子です（2013 年から 7 回実施）。 

9 枚目：タイ ACPF が存在し、現在はタイ法務研究所（TIJ：Thailand Institute of 

Justice）と協力して、バンコクにて日本の企業関係者向け講演会を実施し

たときの様子です（2013 年から 6 回実施）。 

10 枚目：フィリピン CPPAP と協力して日本企業向け講演会を実施したときの

様子です（2019 年が第 1 回目）。 

 

 安全手帳（Japan, How Safe）に興味があります。内容の詳細を教えてください。

1 部からでも買えますか。手続は？ 

 日本という国が、いかに「安全・安心・正確・清潔・善意」の国である

かということを、各種統計を用いてコンパクトに表したものです。その概要は

こちらをご覧ください。 

→日本語 a25653fe094380a403ef884a83da662a.pdf (acpf.org) 

→英語 b2600cb8c399928fab5a3b16fdccbcb1.pdf (acpf.org) 

1 部 500 円で、1 部からでも購入できますが、郵送代等を考慮すると、是

非 5 冊・10 冊単位で購入してくださるとありがたく存じます。 

申込み方法もウェブサイトにあります（日本語のみ）。 

データでみる「安全な国 日本」2018 年版 発刊！ (acpf.org) 

ACPF 事務局にご連絡くだされば、承ります。 

 

 会員会社の状況を教えてください。 

       現在、法人 120 社、個人 552 人 

       →法人紹介（一部） 

        https://www.acpf.org/member-recruit#intro 

 

 会員参加資格は？ どうすれば参加できますか。 

ACPF ウェブサイトをご覧ください。 

→会員募集｜国連 NGO｜公益財団法人 アジア刑政財団 (acpf.org) 

会員資格は、良識ある個人・団体・会社で、「犯罪なき繁栄」に賛同される

方であれば（反社会的勢力は当然除きす）、ACPF 事務局までお申し込みくだ

さい。 

https://www.acpf.org/wp-content/uploads/2018/01/a25653fe094380a403ef884a83da662a.pdf
https://www.acpf.org/wp-content/uploads/2018/01/b2600cb8c399928fab5a3b16fdccbcb1.pdf
https://www.acpf.org/information/%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A7%E3%81%BF%E3%82%8B%E3%80%8C%E5%AE%89%E5%85%A8%E3%81%AA%E5%9B%BD%e3%80%80%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%80%8D2018%E5%B9%B4%E7%89%88%e3%80%80%E7%99%BA%E5%88%8A%EF%BC%81.html
https://www.acpf.org/member-recruit#intro
https://www.acpf.org/member-recruit
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3-3 国内支部について 

 活動内容の○○について教えて下さい。各支部の内容を詳細に知りたいのです

が、窓口を紹介してほしい。どうすれば参加できますか。 

各支部によって、活動内容は異なりますが、主として 

(1) 支部主催の会員総会及び講演会 

(2) UNAFEI 海外参加者の支部への招待と交流会 

(3) 国際貢献カレンダーの購入による国際貢献 などです。 

窓口については、ACPF ウェブサイトにありますので、ご参照ください。 

→アジア刑政財団とは｜国連 NGO｜公益財団法人  アジア刑政財団 

(acpf.org)  

 

3-4 海外協力団体について 

 活動内容の○○について教えて下さい。各協力団体の内容を詳細に知りたいの

ですが、窓口を紹介してほしい。どうすれば参加できますか。 

海外の ACPF 協力団体は、当方で把握している窓口を個別に紹介すること

はできますが、一般に公開している団体は僅かです。 

インドネシア：LCKI – Prosperity without Crime 

マレーシア：Home - MCPF 

スリランカ：Asia Crime Prevention Foundation - Sri Lanka Chapter (acpflanka.org) 

タイ（TIJ 内）：Home (tijthailand.org) 

 

3-5 会員について 

 会員から話を伺いたい。連絡を取りたいがどうすればよいですか。 

公開情報があれば、そこからアクセスしてください。 

ACPF を通じて連絡を取りたいということであれば、あなたの個人情報と

コンタクトを取りたい趣旨を書面で明確にして事務局にお伝えください。 

ACPF で検討し、会員の承諾が得られれば、ご連絡することに案ルカと思

います。 

 

Ⅳ.その他 

 4-1 京都の会議場、名所を知りたいのですが。 

法務省ポータルサイトの「参加者向け情報」をご覧ください。 

宿泊案内・交通案内・お役立ち情報などが掲載されています。 

→オンラインポータル｜参加者向け情報｜京都コングレス 第 14 回 国連犯罪防止

刑事司法会議 (moj.go.jp) 

→京都国際会議場 

https://www.acpf.org/about
https://www.acpf.org/about
http://lcki.or.id/
http://www.mcpf.org.my/
https://acpflanka.org/
https://www.tijthailand.org/en
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/participants_info/portal_site.html
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/participants_info/portal_site.html
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    https://youtu.be/eeM9slJlGwM 

 

  

4-2 京都に行くとしたらどうやっていけますか。おすすめの場所やおいしい食べ物やお土産

を紹介してください。 

同上 

→京都観光案内 

    https://ja.kyoto.travel/ 

 

4-3 会場のコロナ対策はどうなっていますか 

法務省ポータルサイトの「参加者向け情報」の「感染症対策」をご覧ください。 

→オンラインポータル｜参加者向け情報｜京都コングレス 第 14 回 国連犯罪防止

刑事司法会議 (moj.go.jp) 

  

https://youtu.be/eeM9slJlGwM
https://ja.kyoto.travel/
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/participants_info/portal_site.html
http://www.moj.go.jp/KYOTOCONGRESS2020/participants_info/portal_site.html
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（参考） 

【参加形態・方法について】 

参加方法については次のとおりです。 

  

（注）緊急追加枠の確定、及びウィーンピアノコンサート放映確定によるによる修正

要 

 


