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     日本に逃れて来た難民 
難民となって突然すべてを失った 
難民とは、紛争や人権侵害から住み慣れた故郷を追われ、逃れざるを得ない人びとのこと。難民

となる前は、私たちと同じように家や仕事があり、大切な人との日常がありました。逃れた先での
生活は、失った「当たり前」を取り戻すことからはじまります。ここ日本にも、そんな難民となっ
た人びとが逃れてきています。 
日本には、アジア、中東、アフリカなど世界各国から多くの難民が逃れてきています。多くの人

は日本を選んで来たのではなく、逃れる先が限られているなかで、偶然日本行きのビザが下りたな
どの理由から来日します。母国から迫害を受けている難民が、正規のパスポートを取得することは
簡単ではなく、時にはブローカーにお金を払うなどして、「偽造パスポート」を得てなんとか逃れ
てくる人もいます。 
日本の難民受け入れの歴史 
難民受け入れに消極的な日本ですが、過去には難民に対して大きく門戸を開いた時期がありまし

た。1970 年代後半から、ベトナム戦争終結前後にインドシナ三国（ベトナム・ラオス・カンボジア）
から逃れた「ボート・ピープル」と呼ばれる人々を 1 万人以上受け入れてきました。それがきっか
けで、日本は 1981 年、難民条約に加入しました。2010 年には第三国定住難民受け入れを開始し、
難民キャンプなどに暮らす人々を年間約 30 人受け入れています。 
 
なんで日本は認定が厳しいの？ 

 2019 年は 10,375 人が難民申請を行い、認定さ
れたのは 44 人でした。日本では、難民認定の実
務を出入国在留管理庁が担っているため、難民を
「保護する（助ける）」というよりは、「管理する
（取り締まる）」という視点が強いといえます。
国際基準と比較すると、だれが「難民」かを決め
る認定基準や、公平性、透明性を確保した手続き
の基準、難民の受け入れ体制などが不十分です。  

もうひとつの理由として、難民問題が日本社会
で十分に知られていないこともあげられます。難
民を治安悪化や社会のリスクとつなげるなど、難
民受け入れに関する根拠のない誤解や偏見も、現
状の厳しい受け入れ状況を後ろ支えしているか

もしれません。 
                               認定 NPO 法人 難民支援協会 

 

事務所： 〒411-0018 三島市初音台 4-7(代表自宅) 

 代表 高原 静子（携帯 090-4083-3281） 
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：055-972-1793  

URL :  http://camigos.web.fc2.com/ 
E-mail : c.amigos2012@gmail.com 
郵便振替：00890-2-2473 

倉 庫：〒411-0803 三島市大場 952-9  
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新型コロナウイルス流行にともなう緊急アピール 
＜移住連緊急アピール＞  2020 年 3 月 18 日 

 

―差別・排外主義に懸念を表明し、移民、民族的マイノリティ、 
社会的に脆弱な立場の人びとにたいする人権保障と医療・経済的保護を求めます― 

 
 新型コロナウイルスの流行にともない、移民や民族的マイノリティにたいする差別、排
外主義的な言動が、国内外で数多く報告されています。ヨーロッパではアジア系の人が暴
行を受けたり、日本では中国人が入店を断られる事件が起きています。各国が特定の国を
対象とした入国制限措置を導入し、国境を超えて人が移動する「リスク」が語られるなか、
移民や民族的マイノリティが、その「リスク」と結びつけられ、「疑い」の目を向けられた
り、排外主義的な言動を浴びせられる事態が生じています。同時に、ウイルスの流行を背
景とした経済悪化のなか、技能実習生や派遣で働く移住労働者などが解雇や退職を求めら
れるケースも目立っています。私たちは、こうした新型コロナウイルスの流行と結びつい
た差別や排外主義に強い懸念を抱いています。 
 
 世界保健機関（WHO）で緊急事態プログラムの統括を担当するマイク・ライアン氏は、各
国で導入が相次ぐ入国制限措置について「包括的な感染拡大防止策の一つにすぎない」と
して、乱用を避けるよう呼びかけました 1)。またミチェル・バチェレ国連人権高等弁務官
は、新型コロナウイルス対策において、人権が最前線かつ中心におかれる必要があると述
べています 2)。彼女は「包括的なアプローチをとることなしには、ウイルスを撃退するた
めの私たちの努力は実を結ばないだろう。それは、社会において最も脆弱で無視されがち
な人々を、医療的にも経済的にも確実に保護することを意味する」と指摘し、社会のなか
で脆弱な位置におかれた人びとへの対応に注意を払うよう求めました。さらに、新型コロ
ナウイルスに影響を受けている政府機関が、ゼノフォビア（外国人嫌い）やスティグマ（奴隷や

犯罪者の身体に刻印されたしるし）化にかかわる出来事にたいして必要な措置をとることも求めまし
た。 
 一方、日本では、WHO が差別や風評被害を防止する観点から特定の地名や人名等を感染
病の病名に使わない方針を定めているにもかかわらず、一部の政治家が、新型コロナウイ
ルスを「武漢ウイルス」と呼ぶ事態が生じています。また、さいたま市は、保育園などの
職員用に備蓄用マスクの配布を行う際、朝鮮幼稚園をその対象外と一旦決めました（市民
らの抗議ののちに撤回）。このように、公的機関や公の立場にあるものがむしろ率先して差
別をしたり、煽る例も目立ちます。 
 
 私たちは、こうした状況に懸念を表明し、政府や自治体に対し、新型コロナウイルス流
行と結びついた差別や排外主義的な言動は許されないという明確な姿勢を示すこと、また、
移民・民族的マイノリティの人権保障および脆弱な位置におかれた人びとを保護すること
を求めます。誰もが取り残されないよう多言語での情報提供や、人権にもとづくきめ細や
かなサービス提供が必要です。さらに、政府、報道機関、そして市民に、正確で公正な情
報発信を行うよう要請します。 
 
 私たちは、差別や排外主義が広がる今こそ、国境を閉じることによって問題が解決でき
るかのような幻想を振りまくよりも、国境・民族を超えた信頼と連帯が求められると考え
ます。                                                 －－－－ 以上 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

暖かいお心のこもったご寄付等有難うございました。  

＜会費及び現金・物品等の寄付＞ 

 
 

 

 

 

  

       今後の予定とお知らせ 
★３月６日に予定されていた名古屋セカンドハーベスト・サポーター会議は

コロナ禍の影響で延期となりました。 
 
★４月例会のお知らせ 
４月２４日（金）午後６時３０分～ カトリック三島教会  
 

★６月１４日予定していた移住連熊本フォーラムはコロナの影響で中止とな
りました。同じ日程でオンライン参加も含めた会員総会を開催する予定。 

★６月２８日（日）午後１時３０分～アミーゴス総会だけ！ 
記念講演は１１月の３０周年時に延期 
 

 

＜２月１３日、松田町報徳食品支援センター開所式＞ 

神奈川県松田町に報徳食品支援センターが設立された。この法人は、生活困窮者、高齢

者、ひとり親家庭及びその困窮する実態に陥るおそれのある人々に対して、他のフードバ

ンク団体と協力しながら、食品の提供及び生活支援に関する事業を行い、食品ロス削減を

通じて地域社会の福祉増進に寄与する事を目的とする。というもので、特定非営利活動法

人ＮＰＯとして設立された。 

特定非営利活動法人 報徳食品支援センター開所式 

日時  令和二年二月十三日（木） 十三時三十分～三時 

場所  足柄上郡松田町松田惣領 321 番地１「スプラポ」 

（小田急新松田駅より 国道 711 号線を南に歩いて 10 分 立花学園 裏） 

 

特定非営利活動法人  報徳食品支援センター  

 理事長  田嶋 享  

・電話：090-5517-6802 菊澤 ・FAX：0465-24-0370 田嶋 

・メールアドレス uc00931993@gmail.com 菊澤 
 

＜2020年1月～2020年4月＞ 
1/07 聖パウロ女子修道会様 物品 
2/02 守屋 中様  寄付金 
2/07 遠藤俊子様  寄付金 
2/10 聖パウロ女子修道会様 物品 
3/05 浅川隆子様   寄付金 
3/07 沼田美智子様 寄付金 

3/09 遠藤俊子様  寄付金 

3/19 鈴木俊昭様  寄付金 

 （アルシオン理事長） 

  3/22 鈴木二海子様 寄付,会費 

   4/05 浅川隆子様  寄付金 

  4/05 花山勝重様  寄付金 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

活動報告 ＜食品入庫＞ 
2020 年 3 月 19 日から 4月 2 日までの ピタパン等引取り実績 (報告)  
①    2020/03/19 報徳食品支援センター(松田町スプラポ)で受領 (軽トラ、高原、水野) 
  食品: ピタパン 10 箱 (報徳食品支援センターより受領) 

(他にクロワッサン、コヒー(レギラー、インスタント)) 
②  2020/03/23   
・厚木冷凍倉庫でピタパン 20 箱引取り (軽トラ、高原、水野)  
・報徳食品支援センター(スプラポ) でカルビ 100 ケース引取り。田島享理事長に会う 
食品: ピタパン 20 箱（株ラシャより報徳食品支援センターの引取り分より受領) 
＊取引の流れは、㈱タキモト→報徳食品センター→カーサ・デ・アミーゴス。 

・カルビー100 ケース中、45 ケース積載し、残 55 ケースは小田原マハトマ(新鮮館おだわらの西隣接)
で一時保管依頼。 

③  2020-03-24 
・厚木冷凍倉庫でピタパン 20 箱引取り (軽トラ、堀、水野)  
・報徳食品支援センター(小田原マハトマ保管) カルビー残 55 ケース(100 ケース中) 
食品: ピタパン 20 箱  

④  2020-03-27 三島教会へ提供者滝本一男氏他一名がレンタルトラックで、ピタパン 200 箱を搬入。 
⑤ 食品: ピタパン 200 箱 (ｱﾐｰｺﾞｽで 200 箱受領し、内８０個はｱﾙｼｵﾝへ滝本氏搬送) 

株タキモトからカサ・デ・アミーゴスへ 200 箱 
⑥  2020-04-02 厚木冷凍倉庫で引渡し (軽トラ、小澤、水野)  

食品: ピタパン ６0 箱  
★4/2 現在、ピタパン 310 箱の受取り 

＜生活相談＞ 

J さんのその後 
・昨年 11 月交通事故の補償金が給付されたことにより、生活保護が廃止となった Gさん家
族は、今年に入り手持ち金がわずかとなったため、3月 6日に Y市であらたに生活保護申
請をしました。生活保護は、申請日から 2週間以内に決定することが原則ですが、決定通
知が遅れており心配していましたが、先日 Gさんより、生活保護の支給開始決定がされた
との連絡がありました。しかし、決定内容は、従前の生活保護内容と同じで、仮放免の G
さんは保護の対象とはならず、子ども 2名だけに保護費が支給されるという厳しい内容で
す。Gさんは、現在夫との離婚調停を行っていますが、この調停結果のより、Gさんが子ど
もの養育に加え、親権者をなれたら、仮放免から在留資格の特別許可となるように願って
います。 
 
E さんのその後 
・Eさんは、妻、子どもと別居をしているが、妻子には定期的に送金をしており、子ども
との面会も定期的に行ってきた。しかし、昨年より、妻の非協力により、子どもとの面会
が中断されてしまったため、家庭裁判所(以下「家裁」)に子どもとの面会交渉の申し立て
をしている。2度の調停に妻は欠席をし、審理が進まないため、家裁の調査官が妻への聞
き取り調査を行った。調査官が聞き取りした妻が主張する内容に対して、Eさんは「身に
覚えがないことばかりであること、また、子どもが Eさんに会いたがらないとの妻の主張
は、子どもの本心ではないこと」を、裁判官に訴えている。 
 子どもの状況、意見を確認するため、家裁 tの調査官が子どもとの面会を行うこととな
っている。現在この件に関しては、コロナ感染予防対策により、家裁での作業がおくれて
いる状態にある。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ミャンマー訪問記 （2 月 15 日〜20 日） 水口英男（会員）  

 ミャンマーから会社に二人の若者が働きに来ていた関係でどんな国かと観光も兼ねて行
ってきた。日本を離れて異文化体験も悪くないと、香港経由なので新型コロナウイルスの
心配もあったが出発した。アジアから日本への働き手としてフィリピン人やタイ人が多く、
ミャンマーは軍制が続き民主化が遅れた関係で最近になって目立ち、これから多くなって
いくように思われる。 
空港からホテルに行く途中目にしたパャーと呼ばれる

仏教寺院、街の中に忽然と現れ金ぴかに輝く姿は壮麗そ
のもの。圧倒する存在感で日本のお寺とはまるで違い同
じ仏教だろうかと思わずにいられなかった。これ目にし
ただけで異国に来たと実感する。翌日、早速シュエダゴ
ンパヤー寺院を訪ねた。寺内には裸足で入る決まりで、
ストッキングや靴下も脱がなければならない。ミャンマ
ーは熱い国なので裸足にサンダルで靴など履いている人
はほとんどいない。寺院の中には金ピカの大きな仏塔、
その周りに色々な塔や建物があり、その中には光輝く仏像がいくつも安置されていた。 

その仏像に向かって座り手を合せなんども頭を下げたり、
お教を唱えてながら祈っている人もいた。聞けば信仰心
は厚く日常的にお参りに来て、日本の仏教信仰とはえら
く違うようだ。詳しいことは解らぬが、昔西方からお釈
迦様の教えが同じように伝わったはずなのに、この違い
はどうしたものかと思わずにいられなかった。   
 
街の様子は、ゴミも散らかり乾期のためか埃っぽい。

露天の食べ物屋が軒を並べて揚げ物やお菓子など売って
いる。食べてみたいのだが、バケツの水で何度も皿など

洗っており、たぶん食べたら途端にお腹をこわしてしまうだろう。交通事情はバスやタク
シーが主で、あっちでもこっちでもクラションならし人を蹴散らし、車どうし譲り合う様
子もなく、交差点の信号と右側通行さえ守ればあとは勝手に走るといった感じでよく事故
が起きないものだと思う。歩行者も信号など無視で車が切れたすきに道を渡っていた。日
本は交通法規に限らず、世間に合わせないと変わり者扱いで、息苦しくも無意識に当たり
前として思考停止に陥っていると感じもした。 
 

 ヤンゴンは都会のためか若い人が多い。でも誰でも忙
しく働いている雰囲気はない。平均月収1万円ぐらいで、
それにしては物価は高く、収入のある人ない人の格差が
広がっていると思われる。道で物乞いしている子供や年
寄りも目に付いた。ＪＩＣＡで作った道や橋かかり立派
なショピングセンターもある。それらは多くの人には無
縁だろう。建築中の大きなビルが幾つかあり発展を予感
させるが、豊かな国となっていくだろうか。日本のよう
に誰もが車をもって、モノにあふれる生活が見かけは豊
かもしれないが。でも高齢化、食料自給率の低さ、経済成長だけを求める社会、戦争の出
来る国にしようとする政治家、そんな中これから安心して幸福を求める社会を築けるだろ
うか。ミャンマーが家族を残し多額の借金をして日本に働きにくるよりも、自国に仕事が
あり生活が成り立つ国となっていくことを望みたいと思う。 
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1 昨年末の 在留外国人 最多の 293 万人 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フィリッピン残留 2 世に日本国籍 

 戦後の混乱で無国
籍状態となっていた
78 歳比残留 2世が、
日本国籍の就籍申立
てを東京家裁、広島家
裁で却下されたが、3
月 25 日広島高裁は日
本国籍の就籍を許可。 
両親の結婚証明は

戦争で焼失してたが、
比国政府が後から作
成した証明書を信用
にたるとして認められた。残留 2世は今も 1000 人ほどが無国籍のまま、日本国籍を求めて
いる。 
 先日アミーゴスが相談を受けた、日系 2世の Oさんは、日本人の両親がペルー移住し、
移住後生まれた兄姉は日本国籍であるが、Oさんの出生時は戦争による国交断絶などから、
日本国籍の就籍ができず、今日に至ってしまった。このような運命を背負った Oさんに対
して、帰化申請によるしか国籍取得を認めないとする日本国、法務局の対応は、きわめて
非人道的です。 
 
 

 

 

(1) 在留資格別は、永住者約 79 万人、  
技能実習 41 万人、留学 34 万人、2019
年 4 月新設の特定技能は 1621 人(初年
度見込みは最大 4万７千人見込みだ
が)  

(2) 国籍別は、中国 81 万人、韓国 41 万人、
ベトナム４１万人  

(3)不法残留者数(2020.1.1 現在。昨年同
期から 11.8%増加)8 万 2892 人。(内、4
割増加のベトナム人が韓国を抜いて、1
万 5561 人) 

(4)難民申請、認定は、申請件数 1万 375
人(前年比 118 人 1％減)で、認定者は
前年より 2人多い 44 人。認定はされな
いが、人道的配慮から許可は 37 人。 

 (5)今年、今後の動向は、新型コロナの影
響で不透明な状況 

＜編集後記＞コロナ禍が猛威を振るい、世界を恐怖の中に追い込んでいる。世界全体での感染者
数 200 万人に迫り、死者は 12 万人を突破。突然、降ってわいたこの災い。感染拡大を防ぐ外出禁
止令で各国の経済はマヒ状態。1930 年代の世界大恐慌が今襲い掛かろうとしている。街に失業者
が溢れ、住む家を失いホームレス化の危惧も、セーフティーネットの強化を！自分ファーストの新
自由主義の考えから、共生互助の社会システムに変えなければ人類は生き残れない。 


