
 

事  務  連  絡 

令 和４ 年６ 月 １ 日 

       

各 区 長 様 

 

                   三木市立総合隣保館長 

 

 

「隣保館だより」の回覧について(依頼) 

 

梅雨の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜

び申しあげます。 

日頃は、隣保館事業の推進につきまして格別のご理解ご協力を賜

り、厚くお礼申しあげます。 

さて、「隣保館だより」の全戸回覧について、お忙しいところお

手数をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 送 付 物  隣保館だより ６月号 

 

２ 送付部数  回覧部数分 

 

３ 連 絡 先  三木市志染町吉田８２３ 

         三木市立総合隣保館 

         ℡ ８２－８３８８ 担当：赤松、橘田 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ご自宅で体調の急変や転倒によるケガ
など緊急を要する時、緊急ボタン一つで
ナースコールセンターにつながり、救急
車を呼ぶことができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【利用できる方】                 
65 歳以上のひとり暮らしの方、家族

が就労のため日中通報が困難な 65 歳以
上の世帯の方、ひとり暮らしの重度障が
い(身障手帳 1･2 級)のある方などです。 

※駆けつけていただける協力員が必 
要です。 

※所得により自己負担があります｡  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【サービス内容】 
 ①緊急通報サービス 
 ②健康相談サービス 

③お元気コール(月 1 回の連絡) 
ひとり暮らしの方にとって､安心でき

る緊急通報システム事業です｡ 
介護保険課までお気軽にご相談くだ 

さい。 ☎82-2000                                                
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ボタン一つで 
 緊急通報 

次ページは 

｢妹は拉致された｣ 
…それ以外考えられません。 

36 年間、妹の無事を祈って… 
です 

「もしも」 
の時は 
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人権の小窓  

🚢 妹、秋田美輪の失踪 
1985 年 12 月４日 13 時ごろ、神戸松蔭

女子学院大学の門前で妹（秋田美輪）は友人
と別れました。それ以来、私達家族は、妹に
会うことができなくなりました。北朝鮮に
よる拉致であると、現在考えています。私達
家族は、36 年間妹の無事を願って暮らして
います。   

妹は、岐阜市内で５歳まで過ごし、その後
名古屋市に１年、兵庫県尼崎市に 10 年、川
西市で５年弱を過ごして失踪しています。
21 歳でした。私は 1985 年３月に結婚し
て愛知県で暮らしていました。当時、父は転
勤のため徳島で、元々一人暮らしだった祖
母と暮らしていました。川西市の家には、母
と妹の二人が暮らし、1986 年４月には、徳
島の祖母の家へ引っ越す予定でした。 

🚢 なぜ私たちが「妹は拉致された」と
考えるのか？その理由をお聞きください。 

阪急六甲駅を降りて山側へ向かって 15
分歩くと大学へ着きます。妹は阪急川西能
勢口駅から阪急電車に乗り、いつものよう
に出かけました。授業を受けて学食で友人
と昼食をとり、大学の門で友人と別れまし
た。その日妹は友人をお茶に誘ったそうで
す。その友人がおっしゃるには、妹からお茶
に誘われることは滅多にない事だっ
たそうです。その友人は学生寮に下
宿しており、同室の人が風邪をひい
ていたので、学生寮に戻るのを急いでいま
した。ですから、そのまま妹と別れています。 
➊夜８時ごろ、川西市の母へ妹から電話

があり「友人の部屋に泊まる」と伝えていま
す。電話の時、母は普段と変わらない妹の声
以外の無音さに異常を感じていたようです。
妹はそれまで、外泊することもなく、お茶に

誘ったその友人の事情から考えて、それが
嘘であったと思います。そして、翌 12 月５

日朝８時ごろ川西市の母の元へ城
崎警察署から電話が入ります。「美
輪さんの靴とカバンが竹野町弁天

浜で見つかった」と。母は城崎へ向かいます。 
❷弁天浜は、地元の人が海水浴に行くＣ

字型の小さな浜です。状況から自殺を考え
３日間ダイバーが潜りましたが、遺体は見
つかりませんでした。地元の人々は、自殺し
たとしたら、日本海へ遺体が出るまで半年
はかかるので、弁天浜の中で遺体
が見つからない場合は、入水した
可能性は低いと言っています。 

❸後で気づくのですが、５日の早朝まで
雨が降っており、靴とカバンを見つけた人
は雨が降った後、打ち上げられるイカを捜
しに弁天浜へ来ていたのでした。しかし靴
とカバンは濡れていなかったのです。カバ
ンの中には、15,000 円入った財布と大阪
から 150 ㎞の急行券が残されていました。
弁天浜最寄りの竹野駅で降りるには乗換が
必要です。でも、この急行券ではその乗換駅
まで乗ることはできません。しかも、検札の
ハサミも入っていませんでした。ですから
妹は列車に乗っていないことになります。 

❹３日間の捜索の最後、地元の警察官が、
しゃがみ込んで調書を書いていた時、「北朝
鮮かもしれないな」とつぶやくのを母が後
ろで聞いていました。北朝鮮による拉致は、
1981 年には、国会で質問が出るなど、知っ
ている人々はおられました。しかし、両親は
新聞の尋ね人欄へ「連絡をくれるように」と
掲載し、政治家への訴えも行いましたが、反
応はなかったのです。妹が自殺する動機を
探せず、北朝鮮による拉致と信じ切る事も

｢妹は拉致された｣ 
･･･それ以外考えられません。 

３６年間、妹の無事を祈って･･･ 

（２４１）   令和４年６月 

特定失踪者家族会副会長 
 

吉見
よ し み

美保
み ほ

  
特定失踪者 秋田美輪の姉。秋田美輪 

の両親は 90 歳の施設で暮らす父と８８歳の一人暮らしの
母。徳島で取材を受けていた父に代わり、1985 年神戸の
大学の門前から失踪した妹の救出を訴えて活動中。 



 

できず、1997 年横田めぐみさんの拉致が
話題になるまで、妹の失踪を自殺なのか北
朝鮮による拉致なのか迷いながら過ごした
のです。横田めぐみさんの報道が盛んに行
われて、父は徳島新聞に「横田ご夫妻の気持
ちが良くわかる。私の娘も・・・」と投書し
ました。すると、高松から公安調査庁の方が
訪ねてきて「北朝鮮に拉致された人々を救
う全国協議会へ連絡するように」というの
です。まだまだ家庭用のパソコンも普及し
ていない時代です。両親はパソコンも持っ
ていませんでした。私が代わりにインター
ネットで探し「北朝鮮に拉致された日本人
を救う全国協議会」へ連絡したのでした。 

🚢 失踪 15 年、妹を救出する活動に 
このようにして、両親の妹を救出する活

動が始まりました。この時は、2000（平成
１２）年で妹が失踪してから 15 年ですが、
その後も拉致の疑いのある失踪者がいるの
です。政府認定の拉致被害者は 17 名。その
他２名は朝鮮籍の子どもです。警察のホー
ムページに掲載される「北朝鮮に拉致され
た可能性を排除できない行方不明者」は
2022 年 5 月現在 871 名。全ての都道府県
から失踪した人がおられます。 
🚢 特定失踪者問題調査会で、 

その失踪者を北朝鮮による拉致と考える
理由は、以下の通りです。 

一人一人の失踪を見ているだけだと、家
出や、自殺に見えます。ところが、同じ下宿
から５年の間をおいて二人の人間が失踪し
ていたり、３ｋｍの圏内で生活していた 5
人もの人間が失踪していたりするのです。  

妹が失踪した阪急六甲駅周辺も地域連続
性がある場所です。政府認定の拉致被害者、

田中実さん(1978 年失踪)、金田龍光さん
(1979 年失踪)、有本恵子さん(1983 年失
踪）。特定失踪者：秋田美輪（1985 年失踪）、
加藤小百合さん（1997 年失踪）です。 

🚢 拉致された妹の思い・・・ 
人生の転機に拉致されて日本で思い描い

た夢を叶えられなかった拉致被害者は、北
朝鮮の地で今も生きています。どれだけ救
出を願ったり、日本に帰る事を諦めたりと、
心の葛藤を繰り返していることでしょう。 

毎日食事を満足にとれているのか、病気
になっていないかと心配しながら、私達家
族は妹が帰国して会える日を待ち望んでい
ます。妹にとって、日本はふるさとではあり
ますが、帰国すれば注目され、北朝鮮につい
て聞かれ、帰国しても心穏やかに
は過ごせないかもしれません。 

🚢 拉致は国家犯罪です 
そんな危惧を抱きながらも、やはり日本

政府には、拉致被害者を取り戻してほしい。
何故か？これは北朝鮮の国家犯罪だからで
す。北朝鮮から日本に安々と侵入し、自国に
とって都合の良い人材を連れていき利用す
る。もちろん、独裁国家に住む北朝鮮の国民
の苦労は想像できますし、それが当たり前
と思わされているかも知れません。しかし、
他の国では「拉致」は当たり前ではなく、犯
罪です。日本は「拉致」という犯罪を許すこ
とはできません。必ず取りもどすという姿
勢が必要です。それが日本の秩序を守るこ
とではないでしょうか？ 

私達は日本が平和を守る国であること、
北朝鮮が相手との話し合いをきちんと行え
る国になることを心から願っています。 

🚢 三木市の皆様へ 
三木市は、両親が妹の痕跡を

求めて弁天浜へ向かう道中、通った場所で
す。三木市の皆様、どうか私達家族と支援し
てくださる方々のこの強い思いを理解して
いただきますようにお願いいたします。ど
うぞ、政府認定の被害者だけではなく、大勢
の日本人拉致被害者がいることを周囲の人
に知らせてください。そして、町で署名活動
を見かけたら、ご署名をお願いいたします。 

① 時代により変化するが、職業に偏りがある。 

・男性は印刷工、土木建設業、船舶技術を持つ者。 

・女性は電話交換手、看護師、 

和裁洋裁編み物ができる者。 

② 同じ学校の出身者や地域での連続性がある。 

③ 北朝鮮関連施設と失踪地域との関連がある。 
④ 失踪した時の年齢は１０代から３０代の若

者が９０パーセントを占める。 



 
 
 
日 曜 催し・講座など 日 曜 催し・講座など 
1 水 子育てキャラバン 10:00～ 16 木      

2 木  17 金 経営相談 10:00～ 

3 金 経営相談 10:00～ 18 土  

4 土 書を楽しむきらきら教室 13:00～ 19 日  

5 日  20 月  

6 月  21 火 経営相談 10:00～ 

7 火 経営相談 10:00～ 22 水  

8 水  23 木 手芸教室 13:30～     
9 木 手芸教室 13:30～ 24 金 経営相談 10:00～ 

10 金 経営相談 10:00～ 25 土 茶道教室 9:00～ 

11 土 茶道教室 9:00～ 26 日  

12 日  27 月  

13 月  28 火 経営相談 10:00～ 

14 火 経営相談 10:00～ 29 水  

15 水  30 木  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 歳で成年!! 国民生活センターでは、 
18 歳と 19 歳に特に気をつけてほしい消費者
トラブル「最新 10 選」を公表しています。 

困ったときは、消費者ホットラインの「188
（いやや）！」に電話して相談してほしいと呼 

びかけています。大人になる
「君へのメッセージ」をラ  

ップに合わせた動画で配信し 
ています。ご覧ください。 

  
 

【人権に関する記念日等】（６月） 
１日 人権擁護委員の日…人権擁護委員法が、１９ 

４９(昭和２４)年６月１日に施行されたことを記念 
して制定。 

５日 世界環境デー…１９７２年にスウェーデンで開 
催された｢国連人間環境会議｣を記念して制定。 

19 日 父の日…６月の第３日曜日。１９０９年、アメリカ 
の女性が、男手一つで自分を育ててくれた父を 
讃えて、父の誕生月である６月に礼拝をしてもら 
ったことがきっかけと言われている。 

２０日 世界難民の日…アフリカ統一機構の｢アフリカ 
難民条約」発効の日にちなみ、２０００年の国連 
総会で制定。 

２２日 らい予防法による被害者の名誉回復及び 
   追悼の日…ハンセン病療養所入所者等に対 

する補償金の支給等に関する法律の施行日を 
記念して制定。   
 

23～29 日 男女共同参画週間…１９９９(平成 
１１)年、男女共同参画社会基本法が成立した日 
を起点とした 1 週間。 

☆ 外国人労働者問題啓発月間…｢外国人雇用 
はルールを守って適正に！｣という趣旨を事業主等 
に啓発するための月間。 

☆ 男女雇用機会均等月間…職場における男女 
の均等な取扱いや女性が活躍する社会の実現を 
めざして設定。 

。 
催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで。 


