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NFSJ カフェ、コロナ禍でもオンラインで継続
〜全世界からアクセス可能で参加者が広がる〜
2020 年は誰もが予想しなかった年となりました。新型コロナウィルス感染症の影響で、対面で集まることが困難になり、
私たちも定期のスタッフミーティングをはじめ、いくつもの会合やイベントをオンライン（Zoom 会議システム）に移行しまし
た。そんな中、オンライン開催が奏功したのが、不定期の勉強会「NFSJ カフェ」です。対面の場では 15～20 名だった参加
者が、オンライン上では日本全国のみならず海外からも集い、毎回 25〜30 名ほどになっています。
2020 年から翌年の１月までに開催した NFSJ カフェは合計５回。第 19 回、初のオンライン開催は英語で日本の現状につ
いて NFSJ 代表の山岡万里子が解説。６月には「人身取引、日本でも起きてるってホントですか？」と題して、同じ内容で日
本語で行いました。８月には茨城県牛久の入国管理センターや東
京都品川区の入国管理局収容場に長年通って、被収容者をサポー
トしているアレックス・イーズリーさんにお話しいただきました。
続いて 10 月に、NFSJ 設立当初のボランティアメンバーであ
り、その後人身取引被害者サポートセンター・ライトハウスの事
務局長を経て今年ご自身の団体 NPO 法人レスキュー・ハブを立
ち上げた坂本新さんを招いて、新宿歌舞伎町等での「夜回り」活
動について聞きました。2021 年１月の第 23 回では、世界の
最貧困層に支援を届ける宗像財団の代表理事田中真奈さんが、北
東インドでの少年を含む性的人身売買被害者やアフリカでの
「LGBT 難民」の救済活動等を紹介してくれました。
いずれの回も講演の後に 30 分ほどのカフェタイムを設け、各自お茶などを飲みながら自己紹介をしたり、一歩踏み込んだ質
問などで盛り上がります。その中でとある参加者が「６年前の『ネファリアス』上映会以来活動に参加したいと思っていたが叶
わず、ようやく参加できた」とコメントしてくださったのはとてもうれしいことでした。こうした熱意に応えられるよう、今後
も参加方法を工夫しながら、NFSJ カフェを続けていきたいと考えています。（栗山のぞみ）

NFSJ Café Went Online and Increased the Number of the Participants

As you all have experienced, it has become difficult for us to meet face-to-face these days due to
covid-19, so our various meetings went online. Among them, our NFSJ Café was one of the most
successful events held (via zoom). The number of participants has grown from around 15 to 20 in
face-to-face meetings to around 25 to 30 each time, coming from all over Japan and abroad.
We held 5 NFSJ Cafés from early 2020 through January 2021. The first online session was held in
English in May; we held the Japanese version, titled "Is it true that human trafficking is also happening in
Japan?” in June. In August, we invited Alex Easley to share his experiences. He has been supporting
detainees for many years at the Immigration Center in Ushiku, Ibaraki Prefecture and the Immigration
Bureau's Detention Center in Shinagawa, Tokyo. Then, in October, Mr. Arata Sakamoto, a former NFSJ
volunteer member who has just launched his own organization, Rescue Hub, gave us a talk about his "night
patrol" activities in Shinjuku Kabukicho and other areas. In January 2021, Mana Tanaka, director of the
Munakata Foundation which provides support to the most impoverished and marginalized people in the world, talked about
their support for the victims of sex trafficking including boys in Northeast India and for “LGBT refugees” in Africa.
After each lecture, there was a 30-minute café time where participants could introduce themselves, discuss and ask
in-depth questions on the topic. We were so pleased to hear one of the participants say, "I've been wanting to participate
in NFSJ‘s activities since the screening of Nefarious six years ago, and now I'm finally here.” We would like to continue our
NFSJ Cafe by devising new ways to participate. (Nozomi
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イベント ピックアップ

Various Events

(1) 人身取引反対世界デーのキャンペーン〜本と映画を紹介〜
７月 30 日は国連の定める人身取引反
対世界デーです。NFSJ ではこの日を記
念して毎年なんらかのアピールを行っ
ていますが、2020 年は人身取引に関連
する映画と本を１日おきに SNS とウェ
ブサイトで紹介するキャンペーンを行
いました。題して『Stay Home な夏に、
読んでみよう・観てみよう〜人身取引・
現代奴隷問題を知るための本と映画』で
す。これまでにニュースレターで紹介したもの、新しいものも含めて合計
14 作品を、スタッフそれぞれが個人的な思いも含めてリポートしました。
これらの記事は、いまも NFSJ のウェブサイトで読むことができます。
ぜひ気になる作品を見つけ、観て、読んでみてください。その後であなた
自身が SNS やブログなどで感想を発信すれば、それも人身取引を終わら
せる活動になります。ぜひ、ご一緒に！

Campaign for World Day Against Trafficking in Persons - Books and Movies
July 30 is the United Nations’ World Day against Trafficking in Persons, and every
year NFSJ takes some action to commemorate this day. In 2020, we launched a
campaign to introduce books and movies related to human trafficking on social media
and our website. NFSJ staff introduced 14 titles of books and movies in total with
their own personal thoughts.
These articles can still be read on the NFSJ website. We encourage you to watch and
read the works that interest you, as well as share your thoughts on social media or
blogs, which will also help to end human trafficking. Please join us!

(2) 人身取引の根絶にもつながる「エシカル消費」を実践しよう
2020 年２月 15 日、
「よこはま国際フォーラム」に
て『人、環境、平和、動物を守る「エシカル消費」を
実践するには』と題してセミナーを実施しました。講
演者はサステナブル PR プランナー、エシカル消費コ
ーディネーター の有川真理子さんと NFSJ 代表の山
岡万里子。有川さんは、身近なお茶を例に、急須で淹
れるのかペットボトルかなど、どんなお茶を選ぶとど
のような環境インパクトがあるのかをデータに基づい
て解説、エシカル消費の指針を具体的に示してくれま
した。また、山岡は人権の切り口からエシカル消費を
紹介。講演の後はグループに分かれて「自分なりのエ
シカル消費」や「エシカル消費を広げるアイデア」な
どを話し合いました。高校生も含む 20 名の参加者が活発に意見を交わしました。

Practicing “Ethical Consumption" to Help Eliminate Trafficking

On February 15, 2020, we joined the Yokohama International Forum with a seminar
titled "How to Practice Ethical Consumption to Protect People, Environment, Peace and
Animals". The guest speaker was Mariko Arikawa, sustainable PR planner and ethical
consumption coordinator, who explained the environmental impact of choosing tea for
example, whether it was brewed in a pot or was purchased in a plastic bottle. It was a clear and concrete guideline
for ethical consumption based on data. NFSJ director Mariko Yamaoka also introduced ethical consumption from
the perspective of human rights. After the lecture, the 20 participants, including high school students, actively
exchanged their opinions on "ideas for expanding ethical consumption".

(3)JNATIP と SSRC で連続オンラインセミナーを実施
NFSJ が運営委員を務める「人身売買禁止ネットワーク（JNATIP）
」では、2020
年７月に２回にわたり連続オンラインセミナー「人身売買：いま何が起きているか、
私たちに何ができるか」を開催しました。日本国内での性的搾取と労働搾取の人身取
引について、その被害の実態を、第一線で支援を行っている各分野の NGO が報告。
NFSJ は最後の登壇者として、消費者がサプライチェーン上の奴隷労働問題の解決に
寄与できる方法としてフェアトレードやエシカル消費を解説しました。
また「消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク（SSRC）」は秋に全４回の連続オンラインセミナー「持続可能な
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社会に向けて私たちにできること」を開催。
「企業のエシカル通信簿プロジェクト」第 4 回（2019 年度）の結果を踏まえ、環
境・人権・アニマルウェルフェアなど計 14 名の登壇者が様々な社会課題の現状を解説し、消費者としてのアクションを訴えま
した。Zoom ウェビナーの Q＆A 機能を用いての質疑応答も、活発に行われました。
どちらもセミナー映像が YouTube（下記 QR コード）にアップされていますので、ぜひご覧ください。

JNATIP and SSRC Held Series of Online Seminars

Japan Network Against Trafficking in Persons (JNATIP), in which NFSJ serves as a
steering committee member, held a series of two online seminars in July 2020, entitled
"Human Trafficking: What's Happening Now and What We Can Do”. As the last
speaker, NFSJ explained fair trade and ethical consumption as a way for consumers to
contribute to solving the problem of slave labor in supply chains.
In the fall, the Citizens’ Network to Build a Sustainable Society through
Responsible Consumption (SSRC) held a series of four online seminars on "What We
Can Do for a Sustainable Society”. Based on the results of the fourth round of the
"Ethical Report
Card
of
Companies" Project
(fiscal
2019), a total of 14 speakers
explained the current status
of various social issues,
including the environment,
human rights, and animal
welfare, calling for action as
consumers. Both seminars are
available on YouTube (in Japanese).

(4) 各種 NGO レポートやパブコメ（政策への意見）を提出
NFSJ はこれまでも JNATIP として提出するいくつかの国連人権条約委員会への NGO レポートの作成に、執筆・取りまとめ・
英訳で関わってきました。2020 年は女性差別撤廃委員会(CEDAW)への NGO レポートの執筆および英訳（1 月）、日本政府
発表の「ビジネスと人権」行動計画の原案に対する意見の執筆と取りまとめ（３月）、CEDAW「国際移住の文脈における女性・
少女の人身取引についての一般勧告」についての意見の執筆と英訳（5 月）、日本政府発表「第 5 次男女共同参画基本計画」案
に対する意見の執筆（９月）、自由権規約（ICCPR）への NGO レポートの執筆および英訳（10 月）、を手がけました。特に 5
月に提出した CEDAW 一般勧告への意見については、私たちの意見が 12 月に発行された最終勧告に複数項目で採用されまし
た（たとえば、「労働者の採用契約時に不当な圧力が加えられた場合は、その契約を無効にするべき」など）。

Submission of Various NGO Reports and Public Comments

NFSJ has been involved in writing, compiling and translating NGO reports to several UN human rights treaty
committees for JNATIP. In 2020, we wrote an NGO report to the Committee on the Elimination of Discrimination
against Women (CEDAW) and translated it into English (January); wrote and summarized our opinions on the draft
of the National Action Plan on Business and Human Rights released by the Japanese government (March); wrote and
translated into English an opinion on CEDAW's "General Recommendations on Trafficking in Women and Girls in the
Context of International Migration" (May); wrote an opinion on the Japanese government's draft of the Fifth Basic
Plan for Gender Equality (September); and wrote and translated into English an NGO report to the ICCPR (October).
In particular, our comments on the CEDAW General Recommendations were adopted in several items in the final
recommendations issued in December (e.g., "If undue pressure is applied to a worker's employment contract, the
contract should be invalidated").

(5)コロナ禍でも、講演・講義の幅が拡大
2020 年は 2 月に鹿児島の日本キリスト教団九州教区の研修で２日間講師を務めたあと、複数の講演予定がキャンセルとなり
ましたが、おかげさまで縁あって主にオンラインでの講義・講演の機会をいただくことができました。大手メーカーさんの新人
研修、Sport for Smile さんの 10 周年記念イベント、私立高校の SDGs の授業（対面）、全国の高校教師の皆さんの自主勉強
会「SDGs 高校」、神戸大学でのグローバル課題の講義などで、新たに講師を務めました。リモートでは双方向のコミュニケー
ションが難しい部分もありますが、一方でスライドが見やすかったり、移動が不要で場所を問
わないなどの利点もあります。リモートでの講演や授業にも、気軽にお声がけいただければ幸
いです。(p.8 もご参照ください。)

Expanded Range of Lectures Even During the Covid-19 Pandemic

In 2020, after lecturing at a training course in Kagoshima in February, several
lecture plans were cancelled, but thankfully, we were able to receive opportunities to
give lectures and talks, mainly online: lecture at a major manufacturer's training for
new recruits; a private high school's SDGs class (in person); a voluntary study group
for high school teachers nationwide; and Kobe University. Remote communication is difficult in some aspects, but on
the other hand, it has advantages such as easy viewing of slides and no need for transportation. We hope you will
feel free to contact us for remote lectures and classes.
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Close-Up of Not For Sale Project:
A Shelter for Exploited Boys in Vietnam

During the challenging year of 2020, Not For Sale has continued to follow three core tenets
derived from the people and communities they serve: courage, strength, and adaptation. One
example can be seen in their work in Vietnam.
Trafficking from Vietnam has been rising over the last few years. Pedophiles use the internet to lure the
vulnerable and predators entice Vietnamese citizens. Alongside this, Vietnam is witnessing a mass migration of rural
children into cities. Driven away from home by domestic violence, family breakdown and in many cases extreme
poverty, these children, particularly boys, travel into cities like Hanoi in search of freedom, money and opportunity.
Alone, with unlimited access to the internet via cyber cafes, they are highly vulnerable to trafficking and contact
from online pedophiles.
Not For Sale has partnered with Blue Dragon Children’s Foundation to create the first housing for young boys who
have been sexually or otherwise exploited. They provide support for the street boys in
Hanoi who frequent these cyber cafes. They offer 24/7 crisis care to kids on the street
- emergency shelter, healthcare, food and clothes.
”Since moving into this shelter, I have changed a lot. I am happier, I can communicate
with people and have more similar age friends. Not like before, when I had to spend most
of the time after school, to pick up rubbish from the streets and sell it to support my
mother and younger sister. Now I can join more activities and learn more new skills. I love
living here.” (A former street kid living at the NFS shelter) (Bonnie Jinmon)

国際 Not For Sale の働き～ベトナムの少年たちを性的搾取から保護～
ベトナム農村部から様々な理由で都会のハノイに来てストリートチルドレンとなる少年たちは、インターネットカフェで仕事を
探しますが、ペドファイル（小児性愛者）による性搾取等の被害に遭いやすいのが現状です。NFS は現地 NGO ブルードラゴ
ンと共に少年たちの救出・保護に取組み、彼らが勇気と強さと社会への適応を身に着けるよう貢献しています。（神門バニー）

Recommended Books スタッフお薦めの一冊
"Slaves Among Us: The Hidden World of Human Trafficking " by Monique Villa,
Rowman & Littlefield (2019)

The book is a starkly realistic presentation of both sex and labor trafficking. Ms. Villa explains
how the system works by defining vocabulary that helps the reader understand how victims are
tricked and entrapped. For example, traffickers use debt bondage, traumatic bondage, Kafala
system, and forced drug addiction in order to maintain control.
By sharing accounts of three survivors, she exposes the cycle of exploitation in modern slavery;
revealing the challenges faced by the victims as they try to overcome their trauma, sadly,
sometimes never being able to do so.
The injustice of this insidious business is magnified as Ms. Villa explains how traffickers are seldom prosecuted as
catching them in actual trafficking transactions is hard to prove.
I often found it difficult to read because the dehumanization of human trafficking was described in disturbingly
vivid detail. Yet, this is necessary if we are to grasp what this horrific trade does to human beings and hopefully, be
inspired to join with others in eradicating this scourge on humanity.
Ms. Villa outlines concrete steps we can take to bring awareness and eliminate modern slavery. For example, when
shopping at a candy shop, ask the clerk if they know where the cocoa beans are from or who harvests them.
Perhaps by reading this book, we will be motivated to volunteer our time and resources to end human trafficking
and bring the estimated number of 40,000,000 slaves down to ZERO! (Kathy Burton-Lewis)

『おうち性教育はじめます』フクチマミ、村瀬幸浩 2020年 KADOKAWA
話題になっているらしいこのコミックエッセイ。世界中、とりわけ日本にはびこる、性犯罪の減少に繋
がるヒントが載っているのではないかという期待を胸に、読み始めました。
おちんちんの歌を公衆の面前で歌えるような幼い子を守るために、他人に触らせてはいけない身体の部
分(口、胸、性器、おしり)があるんだよと、どう伝えればいいのか。性に関する話題を避け続けていると、
純朴な(?)その子が思春期に入った時にどんな問題が起こり得るのか、等々。親にとって有用なだけではあ
りません。過去の自分が反省したり救われたりと、全ての大人にとって、一種のセラピーにすらなります。
序盤に出てくるこの言葉が好きです。
「性教育は『いのち・からだ・健康』の学問。性は知識や学習によ
って形づくられる『文化』であり、そのしくみの基本はまず『自然科学』。そしてこれからの世の中を生き
ていく人格を育てるのに必須の『教養・知性』なんだ。」
「あっその通りじゃないか」と嬉しくなりました。例えば私は、インターネット上の過激なアダルト漫画広告が大嫌いである
にも関わらず、「もしも自分があの女性たちみたいだったら、パートナーからより愛されるのだろう」と心のどこかでちょっと
思っていたのです。お恥ずかしい限りです。「呪いは解かれた…。私の一部に巣食っていたようだ…」こんな晴れやかな気分で
読み終わるとは。全く予想していませんでした。（大倉万理子）

4

人身取引問題関連ニュース

News Clips on Human Trafficking Issues
two were employing about 30 women who had come to Japan
for technical intern training or study, but had lost their jobs
due to the Covid-19 disaster and were struggling to make ends
meet, or were unable to return home even if they wanted to.
The MPD has so far arrested three Vietnamese women on
suspicion of violating the ICRRA. They told the police that
they could not return to their home countries, and that they
worked at the brothel to send money to their families in their
home countries who were in financial trouble due to Covid.
Technical internship is a system that allows foreigners to
learn technical skills, but some of them run away because of
poor working conditions. Due to Covid, some people have
fallen on hard times due to dismissals and salary cuts. Foreign
students can work part-time at restaurants and other places,
but many of them find themselves in a difficult economic
situation for the same reason, and some are unable to return
home even if they wanted to. (Excerpted and edited from an
article in the Asahi Shimbun, November 10, 2020)

米「人身取引報告書」技能実習制度理由に日本を格下げ
アメリカは、日本国内で働く移住労働者への虐待が懸念されてい
ることを理由に、日本が人身取引撲滅の最低基準を満たすための
取り組みに対し、評価を格下げした。米国務省は過去 2 年間、「人
身取引年次報告書」の中で日本を 4 段階リストのうち最高の第 1 階
層に分類していたが、2020 年は第 2 階層とした。
同報告書は日本政府の取組みについて、前年より多くの被害者を
特定したり、移住労働者を雇用する企業への立入検査を増やしたり
するなど、人身取引に取り組むための最低基準を満たすべく「かなり
の努力」を行ったと述べている。
「しかしながら、これらの努力は前回の報告期間中のものに比べて、
真剣かつ持続的なものではなかった」とし、「強制労働が行われてい
るという報告が続いているにもかかわらず」、同国の技能実習制度の
下で働く外国人に関連して、当局は「人身取引事犯を１例も」特定す
ることができなかったこと(*)を指摘している。 (ジャパンタイムズ 2020
年 6 月 26 日記事より)
*同報告書によれば、格下げの理由としてこれ以外にも「加害者摘
発数が減っている」「送り出し機関の不正手数料請求に対処してい
ない」「加害者処罰が軽すぎる」「児童買春を人身取引に勘定してい
ない」などが挙げられている。

「ビジネスと人権」で行動計画 取り組み遅れる日本
企業内部やサプライチェーンでの人権侵害をなくすための行動
計画を、日本政府が 10 月、初めて策定した。国連が 2011 年に作っ
た「ビジネスと人権に関する指導原則」を広める効果が期待される。
ただ、日本は他国に比べ取り組みに積極的ではなく、指導原則や
行動計画の知名度も低いとの課題も指摘される。
指導原則策定の背景には、日米欧や中国などの企業が世界でサ
プライチェーンを築き、人権侵害に加担しているとの見方がある。食
品などの原材料となるパーム油の産地である東南アジア、電子機器
に欠かせない希少金属や希土類の産地であるアフリカなどで搾取
や環境破壊を助長しているともされる。
日本の行動計画は、企業への期待を示したほかは、外国人を含
めた労働者の権利保護など従来の施策に「引き続き取り組む」との
網羅的な内容だ。日本は 16 年に計画を作ると決めており、4 年もか
けて出てきた内容としては「弱い」と言わざるを得ない。
今回の策定に対し、「政府が計画を策定したこと自体を評価した
い」と前向きな評価もある一方で、「具体的な指標も定められておら
ず、取り組みの方向性が明確ではない」「市民社会からの重要な意
見や指摘が取り入れられていない」との批判も多い。（日本経済新聞
2020 年 11 月 30 日記事より抜粋・編集）

U.S. Downgrades Japan on Human Trafficking Due
to Trainee Program

The United States downgraded its assessment of Japan’s
efforts to meet minimum standards for the elimination of
human trafficking, citing concerns over the abuse of migrants
working in the country. In its annual Trafficking in Persons
Report, the State Department placed Japan in Tier 2, after the
country earned the highest classification for two consecutive
years through 2019 in the four-tier list.
On Japan, the report said the government was making
“significant efforts” to meet the minimum standards to tackle
trafficking, such as by identifying more victims than the
previous year and increasing on-site inspections of businesses
employing migrant workers.
“However, these efforts were not serious and sustained
compared to those during the previous reporting period,” the
report said, citing that authorities failed to identify “a single
trafficking case” in connection with foreign nationals working
under the country’s technical intern program “despite
persistent reports of forced labor.” (Jun 26, 2020 Japan Times)
*According to the TIP Report, other reasons for the
downgrade include: the number of perpetrators arrested has
been decreasing; unfair fees charged by sending agencies have
not been addressed; punishment of perpetrators is too light;
and child prostitution is not accounted for as trafficking in
persons.

National Action Plan (NAP) on Business and Human
Rights: Japan Slow to Act
In October, the Japanese government formulated an action
plan to eliminate human rights violations within companies
and their supply chains. The plan is expected to promote the
Guiding Principles (GP) on Business and Human Rights,
created by the UN in 2011. However, it is said that Japan has
not been as proactive in its efforts as other countries and that
the GP and the NAP are not as well-known as they should be.
Behind the formulation of the GP is the view that
companies in developed countries have established supply
chains around the world and are complicit in human rights
abuses. They are contributing to exploitation and
environmental destruction in Southeast Asia, where palm oil is
produced, and in Africa, where rare metals and rare earths,
essential for electronic devices, are produced.
Japan’s action plan, with only “expectations” for businesses,
is rather superficial in its governmental measures, stating that
it will “continue to work” on existing measures such as
protecting the rights of workers, including foreigners.
Although Japan decided to create this plan in 2016, we can
only say that the resulting content after four years is “very
weak”.
While there are some positive evaluations of Japan’s action
plan, such as “I would like to commend the government for
formulating the plan itself,” there are also many criticisms,
such as “no concrete indicators have been set, and the
direction of efforts is not clear,” and “important opinions and
points raised by civil society have not been incorporated.”
(Excerpted and edited from an article in the Nihon Keizai
Shimbun, November 30, 2020)

都内風俗店を摘発 コロナで生活苦の技能実習生ら雇用
技能実習で来日したベトナム国籍の女性を雇い性的なサービス
をさせたとして、警視庁は東京都の派遣型風俗店を出入国管理法
違反（不法就労助長）容疑で摘発し、経営者の男女 2 人を逮捕した。
技能実習や留学目的で来日し、コロナ禍で職を失って生活苦にな
ったり、希望しても帰国できなかったりした女性ら約 30 人を雇用し、4
月以降だけで約 1 億円を売り上げたという。
警視庁はこれまでに 24～35 歳のベトナム人 3 人を同法違反（単
純資格外活動）などの容疑で逮捕。調べに対し、「コロナ禍で帰国
できなかった」「コロナで経済的に困窮した母国の家族にお金を送る
ため、風俗店で働いた」などと話しているという。
技能実習は外国人に技術を学んでもらう制度だが、労働条件の悪
さから逃げ出す人もいる。コロナ禍で解雇や給与減により苦境に陥
る人も出ている。留学生は飲食店などでアルバイトができるが、多く
が同様の理由で経済的に厳しい状況になり、帰国したくてもできな
い人もいるという。（朝日新聞2020 年 11 月 10 日記事より抜粋・編集）

Tokyo Brothel Busted for Hiring Trainees in
Covid-19 Who Were Struggling to Make Ends Meet
The Tokyo Metropolitan Police Dept. arrested a man and a
woman who ran a brothel in Tokyo on suspicion of violating
the Immigration Control and Refugee Recognition Act by
hiring Vietnamese nationals to provide sexual services. The
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2019 年度事業報告 Activity Report for 2019 (2019. 7. 1 – 2020. 6. 30)
2019年度 事業報告 Activity Report for 2019 (2019.7.1- 2020.6.30)
NFSJ (SSRC/JNATIP)としての講演・プレゼン・イベント・展示など

Lectures, Presentations, Events, Exhibits by NFSJ (SSRC/JNATIP)

7/9

IGC/JNATIPセミナー『人身売買は自己責任か？』

IGC/JNATIP Seminar "Is Human Trafficking Self Responsibility？"

99名

7/19

神戸女学院同窓会（めぐみ会）で講演

Lecture at Kobe College Alumni Association

50名

8/21

「企業のエシカル通信簿」結果報告・勉強会（SSRC）@大阪

SSRC Seminar in Osaka on Ethical Report Card of Companies

50名

10/12

第18回NFSJカフェ「現職警察官に聞く！ニッポンの人身取引事情」（新井淳氏）

NFSJ Café #18"Let's Hear from a Police Officer on HT in Japan"

18名

11/17

むさしの国際交流まつり2019にブース出展およびワークショップ開催

Booth Exhibit and Workshop at Musashino International Festival

70名

12/16

法政大学大学院政策創造研究科にて講義

Lecture at Hosei Univ. Graduate School of Regional Policy Design

20名

2/15

よこはま国際フォーラムNFSJセミナー「エシカル消費を実践するには」

Yokohama Int'l Forum NFSJ Seminar on Ethical Consumption

20名

2/16

武蔵野フェアトレードフォーラム会場にてブース出展

Awareness Table at Musashino Fair Trade Forum 2020

20名

Lecture & Nefarious Screening at UCCJ Kyushu District Women's Forum

50名

2/19～20 日本キリスト教団九州教区「女性のひろば」で講演および「ネファリアス」上映
5/11

CMJ社新人研修「人身取引、ビジネスと人権、エシカル通信簿」オンラインセミナー

Online Seminar for CMJ New Employees on HT, etc

75名

5/23

第19回NFSJカフェ「日本における人身取引」（山岡）英語話者のクリスチャン向け

NFSJ Café #19 on HT in Japan for English Speaking Christians in Japan

19名

6/11

第20回NFSJカフェ「人身取引、日本でも起きているってホントですか？」（山岡）

NFSJ Café #20 "Human Trafficking in Japan?"

32名

面談、短いプレゼン、取材、他団体・政府イベント出席など （ ｲﾍﾞﾝﾄ準備や打合せは除く ）

Interviews, Short Presentations, Participation in Other Events

7/16

内閣府主催「青少年の非行・被害防止対策公開シンポジウム」出席

Symposium by Cabinet Office on Child Sexual Exploitation

7/23

警察庁主催「第16回人身取引事犯に係るコンタクトポイント連絡会議」出席

Contact Point Meeting for Trafficking in Persons in Japan by NPA

8/17, 11/2 むさしの国際交流まつり実行委員会出席

Musashino International Festival Committee Meeting

9/12

参議院議員佐々木さやか氏(公明党）と面談（JNATIP代表者数名）

Meeting with a Member of the House of Councilors Ms. Sayaka Sasaki

9/20

新宿歌舞伎町夜回り（ライトハウス主催）に参加

Shinjuku Kabuki-cho Night Patrol by Lighthouse

9/24

米エクソダスクライのヘレン・テイラー氏と面談

Meeting with Ms. Helen Taylor of Exodus Cry

9/30

豪ミンデルー財団ウォークフリープロジェクトのクリス・エヴァンス氏と面談

Meeting with Mr. Chris Evans of Walk Free Project (Minderoo Foundation)

10/3, 21 フェアトレード商品取扱店調査（吉祥寺）

Research of Fair Trade Shops in Kichijoji

10/3

ビジネスと人権国別行動計画（NAP)セミナーに参加

Seminar on Business & Human Rights National Action Plan

11/1

フェアトレード商品取扱店調査（武蔵境）

Research of Fair Trade Shops in Musashisakai

11/13

『人身売買/取引をめぐる市民活動の変遷』研究に協力（千葉大など）

Interview by Prof. Sasaki et.al, on Civil Society Movement on HT

11/19

法政大学大学院政策創造研究科教授と打ち合わせ

Meeting with a Professor of Hosei Univ. Graduate School

11/27

品川の東京入管収容場訪問

Visit to Shinagawa Detention Center

11/30

『世界中の子どもの権利をまもる30の方法』出版記念イベントに参加

Event to Commemorate Publishing of the Book on Children's Rights

12/3

緊急院内集会「AV出演強要 被害をなくすための法制化が急務」に参加

Event on Regulating Adult Video Forced Performance

12/6

ERDネット主催「自由権規約日本審査に向けたNGO政府意見交換会」に参加

Meeting with Government Officials on ICCPR NGO Report

12/7

法政大学大学院主催シンポジウム「企業と地域社会の共生」に参加

Symposium on the Co-Existence of Corporations and Local Communities

12/7

人身取引問題に関わる宣教師の集いに参加

Missionaries Gathering on Human Trafficking in Japan

12/11

「ビジネスと人権フォーラム～マルチセクターで国家の役割を考える～」に参加

Business and Human Rights Forum

12/24

ANAホールディングスCSR担当者との面談

Meetings with CSR Personnel of ANA Holdings

1/16,4/24 ソーシャルキャピタルマネジメント社CEOとの面談

Meeting with CEO of Social Capital Management, Inc.

1/25

ビジネスと人権特別セミナーに参加

Business and Human Rights Seminar by Human Rights Now

1/29

CMJ社新人研修講義についての会議に参加

Meeting on Canon Marketing Japan's Freshmen Retreat Lecture

2/3

フェアトレードタウン武蔵野推進協議会設立総会に参加

Fair Trade Town Musashino Promotion Council Founding Conference

2/16

NY市大学のダンク博士、ウォークフリー財団のドゥルガナ博士との面談

Meeting with Dr. Dank of NYC Univ. and Dr. Durgana of Walk Free

2/27

青山学院高等部の教諭と面談

Meeting with Teachers of Aoyama Gakuin High School

4/10

NFS本部のマーク・ウェクスラーとオンラインで面談

Online Meeting with Mark Wexler of NFS HQ

4/15

ASSC東京宣言2020についてのウェビナーに参加

ASSC Webinar on "ASSC Tokyo Statement 2020"

4/21

ベトナムのブルードラゴンのケイトリン・ウィンダムさんとのオンライン面談

Online Meeting with Ms. Wyndham of Blue Dragon, Vietnam

4/30

ビジネスと人権ロイヤーズネットワークのウェビナーに参加

Webinar on Covid 19 and Business & Human Rights

5/8,9

CMJ研修SDGｓとビジネスコミュニケーションに関するセミナーに参加

Online Seminar on SDGs and Business Communication for CMJ

5/20

米国務省人身取引監視対策部主催のオンラインフォーラムに参加

Online Forum by US State Dept. TIP Office

5/27

ASSC ウェビナー「現代奴隷法対応のトレンドとCovid19影響下での対応」に参加

ASSC Webinar on Modern Slavery Act and Response to Covid-19

6/19

指宿弁護士『使い捨て外国人』出版記念ウェビナーに参加

Webinar on the Book by Lawyer Mr. Ibusuki on Foreign Workers

6/22

明星学園高校の教諭とオンライン面談

Online Meeting with a Teacher of Myojo Gakuen High School

制作物作成・キャンペーン・メディア掲載・パブコメ・NGOレポートなど

Creating and Printing/Campaigns/Media Coverage/NGO Reports

7/30-8/4 人身取引反対世界デーキャンペーン（フェイスブック上）

World Day Against Trafficking in Persons Campaign (Facebook)

7/29

ジャパンタイムズ記事発行（神門バニーのNFSJとS＆Lの活動について）

Japan Times Article on Bonnie Jinmon's Activities with NFSJ and S&L

11月

女性差別撤廃条約総括所見に対するJNNC評価表人身取引関連部分の英訳

English Translation of HT Part in NGO Evaluation for CEDAW Recommendation

1月

国連女性差別撤廃委員会（CEDAW)提出のNGOレポート執筆および英訳

Writing and Translating the NGO Report on HT to be Submitted to UN CEDAW

3月

CEDAW日本審査「リストオブイッシュ」人身取引に関する部分（パラ12）和訳

Translating Para 12 of List of Issues for Periodic Review for Japan by CEDAW

3月

政府「ビジネスと人権」行動計画原案へのJNATIPからのパブコメ取りまとめ

Submission of JNATIP's Comments for Gov't Draft of B & HR NAP

5月

CEDAW国際移住文脈女性少女人身取引一般勧告草案へ意見作成と英訳

Writing and Translating Comment on CEDAW General Recommendation on HT

人身売買禁止ネットワーク（JNATIP)運営委員としての活動

Activities Related to JNATIP ( Japan Ne t wo r k Aagin st T r affic kin g in Pe r so n s )

JNATIP運営委員会計10回(8/8, 9/11, 11/13, 12/20, 1/27, 3/6, 5/7, 5/20, 6/5, 6/26)

10 JNATIP Steering Committee Meetings

政府関係省庁との打合せ及び意見交換会 (8/8=8名, 10/2=60名, 10/29=32名)

3 Discussion Conferenceｓ with Government Officials

政府関係省庁との意見交換会 記録文字起こし

Transcription of the Conferences with Government Officials

小規模の打ち合わせ計3回（10/30, 5/28, 6/25)

3 Small Meetings
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消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク(SSRC)共同代表幹事としての活動

Activities Related to SSRC (Citizens' Network to Build a
Sustainable Society through Responsible Consumption)

運営会議等計6回（7/2, 8/21, 12/5, 3/3, 4/10, 6/22)

6 Meetings

小規模の打ち合わせ計6回（7/18, 10/4, 10/19, 11/8, 11/11, 6/2)

6 Small Meetings with Individual or Group

「企業のエシカル通信簿」調査票作成・調査・採点・取りまとめなど

Research on Corporations' Efforts on Human Rights for Ethical Report Card

武蔵野プレイス市民活動フロア運営協議会委員としての活動

Activities Related to Steering Committee for Musashino Place Civil Activity

運営会議計3回 （8/2, 10/31, 1/31)

3 Meetings

武蔵野プレイス「みんなの講座」公開プレゼンテーション審査員(8/3)

Served as a Judge for the Presentation Competition for Sponsorship

NFSJスタッフミーティング

NFSJ Staff Meetings

ミーティング計11回(8/5, 9/10, 10/1, 11/5, 12/17, 1/21, 2/25, 3/24, 4/27, 5/26, 6/23)

11 Staff Meetings

平均５名

2019 年度収支報告 Financial Report（2019.7.1～2020.6.30）
科目 (Item)
Ⅰ 経常収益(Ordinary Revenue)
１．受取寄付金(Donation)
受取寄付金(Donation)
２．受取助成金等（Grants）
受取助成金（Grants）
３. 事業収益(Operating Revenue)
講師料（Honorarium)
共催会費（Cosponsoring Fee)
書籍販売売上(Book Sales)
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ会費(Meeting Fee)
経常収益計(Total:Ordinary Revenue)
ＩＩ 経常費用(Ordinary Expenses)
１．事業費(Operating Expenses)
印刷製本費（Printing Expenses)
システム管理費（System Administration)
謝礼（Honorarium)
売上原価(Cost of Sales)
会場設備費（Venue Expenses)
諸会費（Membership Fee)
旅費交通費（Travel Expenses)
消耗品費（Supplies Expenses）
通信運搬費（Correspondence Expenses）
２．管理費(Administrative Expenses)
印刷製本費（Printing Expenses）
システム管理費(System Administration)
旅費交通費（Travel Expenses)
消耗品費（Supplies Expenses）
通信運搬費（Correspondence Expenses）
支払い寄付金（Donation)
雑費（Miscellaneous)
経常費用計 (Total: Ordinary Expenses)
当期正味財産増減額(Balance)
前期繰越正味財産額(Balance Carried Over)
次期繰越正味財産額（Balance Carried Forward)

金額 (Amount)

摘要（Remarks)

344,273

344,273

3,600

3,600

80,200
0
44,170
0

会場寄付金含む(Includes on-site donation)
武蔵野市より(Musashino)

大学・団体等での講演(lectures)

124,370
472,243

72,678
0
53,000
41,700
1,200
65,718
86,570
2,226
51,504
4,612
37,552
19,860
24,033
5,742
72,295
14,400

ニュースレター発行など（ Newsletter, etc.)
講師（Lecturer)
書籍・報告書・上映権 (Books, Reports, Screening)
各種セミナー等参加費（Seminar Fee)

374,596

メルマガ、ウェブサイト (Mail Magazine, Website)

NFS本部国際事業へ(to NFS HQ int'l projects)

178,494

倉庫費等（Storage, etc.)
553,090
-80,847
617,938
537,091

2019 年度(*)にご寄付くださった方々（五十音順、敬称略）Those Who Made Donations to NFSJ in FY 2019.
赤坂瑞穂、有川真理子、稲澤真喜子、井上清子、エーエステイ戸田章子、大岩治子、大本恭子、小笠原淳子、萱野智篤、河村富雄・
千恵子、北里計子、日下香代子、神戸北教会、坂本理絵、佐藤有希子、マンディ・スティーブン・ジェームス、島田治夫、清水和子、
清泉インターナショナル学園、ソーシャルキャピタルマネジメント、竹内晃・美貴、武田英敬、田中雅文、土井幸子、ドウトレイサトコ、東方敬信、
富田佐保子、ナガイミキ、長崎哲夫、西野信子、日本キリスト教団九州教区、のぞみ幼稚園、福川牧子、三竹直哉、宮下姫那メルディ―、
宮本節子、守田美恵、山岡清二、山梨英和大学学生教職員、山本佳代子、和田恵、渡辺徹朗、以上計 42 の個人・団体の方々より
ご寄付を賜りました。心より感謝申し上げます。（*2019 年 7 月～2020 年 6 月）

NFSJ をサポートしてくださっている企業・団体さま（五十音順、敬称略）Supporting Companies and Organizations

いのちのことば社 (Word of Life)、公益財団法人ウェスレー財団（Wesley Zaidan)、NPO 法人経済人コー円卓会議日本委員会
(Caux Round Table Japan)、サイレントグラフィックス社 (SILENT GRAPHICS Co.LTD)、ソーシャルキャピタルマネジメント社
(Social Capital Management, Inc.)、東京バプテスト教会ソルト＆ライトミニストリー(Tokyo Baptist Church Salt & Light Ministry)、
日本 CGNTV (CGNTV Japan)、公益財団法人武蔵野市国際交流協会 (Musashino International Association)、武蔵野プレイス
(Musashino Place)、NPO 法人横浜 NGO 連絡会 (Yokohama NGO Network)
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★NFSJ のエシカル商品ガイドが、エコでおしゃれな「新聞バッグ」と共に人々の手へ
「９％の変化で世界は変わる」という統計に触発され、自然に寄り添った豊かな暮らしを目指す
《Studio 9%》高砂雅美さんが作る新聞バッグ。エコな暮らしとエシカルな情報に関心のある人に
向け、銀座マルシェ・代官山蔦屋・各地美術館などで 「エシカル商品ガイド」リーフレットを入れ
て２００個配布されました。
「もっと知りたい」との嬉しい声が届いています。
（菊地真美･ライオン）
＊エシカル商品ガイドは NFSJ ウェブサイトの「人身取引・現代の奴隷制をなくすには」→「関連文書」のペ
ージ（下記 QR コード）に掲載中。ダウンロードしてお使いください。

NFSJ “Ethical Products Guide” Delivered with Ecological
“Newspaper Bags”

So far 200 Newspaper Bags have been distributed in classy shops
and museums with copies of NFSJ’s “Ethical Products Guide” in
them. They were created by Masami Takasago of Studio 9%, who
was motivated by statistics that imply “A change in only 9 % of people can change the world”.
We hear that people are actually eager to learn more about ethical consumption. (Mami
Kikuchi Lyon)

★近所のお店にフェアトレードの商品を！～NFSJ からの提案～

2019 年秋、フェアトレードに関する展示ブースでお目見えした、NFSJ が提案する「お店にフェ
アトレードの商品をリクエストしよう！」というチラシをご紹介。NFSJ スタッフでイラストレ
ーターのナムーラ・ミチヨのデザインです。フェアトレードをいきなり店員さんに頼むのもちょ
っと…という方のために、スーパーのご意見箱などにも使える、「フェアトレードの商品を買いた
いです！」
「フェアトレード商品、買えました！ありがとう！」の文言が入った「アクションカー
ド」が切り取れるようになっています。フェアトレードの仕組みの解説と共に、ぜひ活用してみ
てくださいね。（山岡万里子）
*こちらのチラシも NFSJ ウェブサイト「関連文書」ページ（上記 QR コード）からダウンロードできます。

NFSJ’s Proposal: Ask Your Local Stores to Carry Fair Trade Products!

In 2019, NFSJ introduced a flyer, designed by illustrator and NFSJ staff member
Namura Michiyo, to promote the fair trade movement: explaining what fair trade is and
proposing people to tear off and use the slips to request their local stores to carry fair
trade products on their shelves. (So far just in Japanese, but the PDF file can be
downloaded from NFSJ website.) (Mariko Yamaoka)

「人身取引」「エシカル消費」「SDGｓ」などをテーマに講演・出張授業を承ります！
NFSJ では人身取引問題の解決のために、さまざまな方法で一般の方に「知らせる」活動を行っています。なかでも大学・高校での出張
授業や自治体関連・NGO・企業・教会等主催の講演では、毎回、「知らなかった」「考えさせられた」「何か自分でもできることを見つけてい
きたい」など、大変多くの方からご好評・反響をいただいています。
過去 10 年間人身取引問題に取り組み続け、日本政府との対話、国際社会への提言、エシカル消費の推進プロジェクト等を通して培っ
た経験と知見を、ぜひ多くの方とシェアできたら…と願っています。
特に最近は「SDGs」や「エシカル消費」「ビジネスと人権」との関わりからお話をする機会も増えています。ぜひお気軽にご相談ください。
オンラインでも対面でも可。日本語でも英語でも可。映画上映と組み合わせることも可能です。NFSJ 作成の入門用小冊子などの資料も
ご提供できます。
【大学・高校での講演実績（映画上映会での講演含む）】
青山学院大学、亜細亜大学、桜美林大学、共立女子大学、慶應義塾大学、神戸大学、神戸女学院大学、国際基督教大学、駒澤大学、静岡県立大学、
上智大学、清泉女子大学、創価大学、天理大学、東海大学、東京女子大学、同志社大学、日本女子大学、法政大学、明治大学、山梨英和大学、
ASIJ、桜美林中学・高校、神戸女学院中高部、CAJ、清泉インターナショナルスクール、玉川聖学院高等部、明星学園高校など。

【NFSJ の活動をご寄付で支えてください！Please Support Us by Donation!】
(1) ゆうちょ銀行からお振込みの場合 When you remit from Yuucho Bank (or Postal Office)
【口座記号番号 Account number】 00150-0-694840
【口座名称（加入者名）Account name】ノットフォーセールジャパン（ＮＦＳＪ）
(2) 他金融機関からのお振込みの場合 When you send from other banks
【銀行名 Bank name】ゆうちょ銀行（Yuucho Bank）【支店名 Office name】〇一九店（Zero Ichi Kyu:019）
【種別 Account】当座（"toza" checking account）
【口座番号 Account Number】0694840
【口座名 Account Name】ノットフォーセールジャパン（ＮＦＳＪ）
*領収証をお送りしますので他金融機関よりお振込みの際は下記アドレスにご一報ください。
If you send from other banks, please let us know your home address by e-mailing japan@notforsalecampaign.org, because we would
like to send you a receipt.
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