
NFSJの YouTube チャンネルで動画をチェック！ 

ご紹介した「人身取引ってなんですか？」以外にも SDGsよこはま CITY

で行ったミニレクチャーや本・映画の紹介ビデオ(p.2参照)、「タイ:海の奴

隷制(無法の海域より)」(日本語字幕)等を NFSJ の YouTube チャンネル

にアップしています。ぜひご視聴・シェアしてください。 

Check out the videos on NFSJ YouTube channel! 

In addition to "What is Human Trafficking?”,  
other videos such as the mini-lecture we gave at  
SDGs Yokohama CITY, the book and movie intro- 
duction videos (see p.2), and "Thailand:Slavery at 
Sea" (with Japanese subtitles) are available on our 
 YouTube channel. Please watch and share them. 
https://www.youtube.com/channel/UCdRVMwEGE2L7Z4gEV92T5UA 
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イラスト動画で伝える『人身取引ってなんですか？』 
〜設立１０周年を記念して動画が完成〜 

2011年 7月に設立された NFSJ は、おかげさまで 10周年を迎

えました。これを機に、より多くの方に人身取引の問題を知ってもら

いたい！と考え、やさしいイラストを使った動画『人身取引ってなん

ですか？』(8分 50秒)を制作しました。 

主人公は大学生のタクミくん。あるとき大学の掲示板で見かけた

ポスターの「人身取引」という言葉

が気になって、パソコンで検索を

始めるところから、お話が始まり

ます。 

内容やセリフは NFSJ 総出で

練り、スタッフの一人であるイ

ラストレーターのナムーラミチヨが、すべての場面のイラストを作成。スタッフに加え活

動に賛同する仲間が集まってくれて、素人ながら登場人物たちの声を演じました。他にも収録や

音楽・音響での協力をいただき、最後にそれらを合わせて動画に仕上げ、字幕も日英 2 バージョンを作って、

7月 30日の「人身取引反対世界デー」に合わせ YouTube にアップ。啓発キャンペーンとして視聴・拡散を呼びかけ、1ヵ月

で再生回数 1,000回の目標を達成しました。 

日本で起きている人身取引である技能実習生の労働搾取や AV 出演強要の問題を知らせ、一般の私たちに何ができるかを提案

しています。あらゆる年齢の方に見ていただける内容ですので、授業や講義、勉強会やイベントなどで、どんどん使って広めて

いただければ幸いです。（山岡万里子） 

Illustrative Video: "What is Human Trafficking?” 
~NFSJ Celebrates Its 10th Anniversary with a New Video!~ 

Thanks to your support, NFSJ, established in July 2011, has celebrated its 10th 
anniversary. We wanted to take this opportunity to let as many people as possible know 
about the issue of human trafficking. In order to do so, we have created a video "What is 
Human Trafficking?” (8’50”) with friendly illustrations. The main character is Takumi, a 
university student. One day, he sees a poster on the bulletin board on campus and is 
curious about the word "human trafficking," so he starts searching the phrase on his 
computer. The entire NFSJ team worked on the content and lines of the characters, and 
illustrator Namura Michiyo, one of the staff members, created the illustrations for all 
the scenes. In addition to the NFSJ staff, friends who supported the project came 

together to act out the voices of the characters, albeit as amateurs. We also received help 
with recording, music, and sound, and finally put them all together to make a video with two 
versions of subtitles in Japanese and English. The video was uploaded on YouTube to coincide 
with the World Day Against Trafficking in Persons on July 30. As an awareness campaign, we 
called for people to watch and spread the video, and achieved our goal of 1,000 views in one 

month. The film informs the public about the problem of human trafficking in Japan, such as the 
exploitation of technical intern trainees and the coercion of women to appear in “adult videos”, and 

suggests what we, the general public, can do about it. The content can be viewed by people of all ages, so we 
hope you will use it to spread the word in your classes, lectures, study groups, and events. (Mariko Yamaoka) 
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イベント ピックアップ  Various Events 
(1) 全国、海外からも参加者が集うオンラインの NFSJ カフェ 

2021 年は、オンラインで３回の NFSJ カフェ

を開催しました。１月には、宗像財団の田中真奈

さんをお招きし、インドの支援の届きにくい地域で

の人身取引被害やサバイバー支援の実態、またアフリカ等

でトランスジェンダー女性をはじめ“LGBTQ難民”が生じているお

話を伺いました。６月はデジタル性暴力等の問題に取り組んでいる NPO

法人ぱっぷすの相談員岡恵さんに「すべての根底にある『性的同意』問題

〜性的搾取被害者支援の最前線で思うこと〜」との題でお話を聞き、７月

30日には、NFSJ10周年、人身取引反対世界デー、NFSJ の啓発動画の

リリースを記念して NFSJ の歩みを参加者の皆さんと共有する会を持ち、

アメリカの本部から届いたビデオレターも上映しました。オンラインで行

う NFSJ カフェは、毎回 20〜30人にご参加いただき、QA セッションも活発に行われています。（栗山のぞみ） 

Online NFSJ Cafes Attract Participants Nationwide and From Abroad   
In 2021, we held 3 NFSJ Cafes online. In January, we invited Ms. Mana Tanaka of 
the Munakata Foundation to talk about the realities of trafficking in persons and 
survivor support in hard-to-reach areas of India, as well as the issue of "LGBTQ 
refugees” in Africa. In June, Ms. Megumi Oka, a counselor at PAPS, a non-profit 
organization that deals with digital sexual violence, gave a lecture entitled "Sexual 
Consent, Which Lies at the Root of All Sexual Exploitation". On July 30th (World 
Day Against Trafficking in Persons), we celebrated NFSJ’s 10th anniversary by sharing our experiences, our new 
awareness-raising video, and a video letter from the NFS Headquarters with the participants. Our online NFSJ café 
has attracted 20 to 30 participants each time, including very active QA sessions. (Nozomi Kuriyama) 
 
(2) SDGs よこはま CITY—NFSJ スタッフによるセミナー開催 
2021 年 2 月 20 日、オンラインイベント「SDGs よこはま CITY」にて『人身取引ってなんですか？』と題して、午前と午

後の二部構成でのセミナーを実施しました。プログラム内容は①ミニレクチャー②本

と映画の紹介③ミニ英会話教室、すべてを NFSJ のスタッフメンバーたちで分担。

英会話教室の午前はキャシー、午後はバニーが担当し、人身取引に関わる用語をネイ

ティブ英語で解説できたことは参加者たちからも

好評でした。代表の山岡万里子からのミニレクチ

ャーは、「人身取引」「現代の奴隷制」「SDGs との

関係」「私たちのできること」をコンパクトにま

とめた問題提起と提案になりました。映画は

『The Price of Free』『ネファリアス～売られる少女たちの叫び』の２本、本は『世界中

の子どもの権利をまもる 30 の方法』と『おうち性教育はじめます』の 2 冊をスライドを

使って紹介しました。*アーカイブ動画が YouTube で見られます。（ナムーラ ミチヨ） 

SDGs Yokohama CITY: Seminar by NFSJ Staff Members 
On February 20, 2021, we hosted a two-part seminar entitled “What is Human Trafficking?” in both the morning 
and afternoon during the online event of "SDGs Yokohama CITY". Contents of the program were: (1) mini-lecture; (2) 
introduction of books and movies; and (3) mini English conversation class, all of which were carried out by NFSJ 
staff members. The mini English conversation class was taught by Kathy and Bonnie, and participants liked that they 
were able to learn vocabulary related to human trafficking in “native” English. The mini-lecture by director Mariko 
Yamaoka was a compact presentation that summarized "human trafficking," "modern slavery," "their relationship 
with SDGs," and "what we can do". The films “The Price of Free” and “Nefarious: Merchant of Souls” and the books 
“30 Ways to Protect the Rights of Children Around the World" and “Starting Home Sex Education” were introduced 
with slide presentations. *You can watch the recordings on our YouTube Channel. The mini-lecture video has English 
subtitles. (Namura Michiyo)  

 
(3) オンラインセミナーを企画、政府との意見交換会も〜JNATIP の活動～ 
NFSJ が運営委員として参画している JNATIP（人身売買禁止ネットワーク）では、2021 年 12 月４日と 11 日に連続オン

ラインセミナーを実施しました。初日は「性搾取がなくならないのはなぜか」、２日目は

「なぜ技能実習制度を廃止すべきか」がテーマ。今年は登壇者からの話題提供に加えて、

参加者と一緒に「なぜ」を考えるグループワークを取り入れ、４〜５人のグループに分

かれて感想を話し合い、問題を解決するためのアイディアを出し合いました。最後にそ

れらを全体で共有したところ、被害を予防するためにもコミュニティ形成が重要という

視点や、実際に外国人労働者とつながりをつくっている実践例も語られ、実りの多い会

となりました。その他の JNATIP の活動としては、10 月と 11 月には定例の政府関係

省庁との意見交換会が行われ、NFSJ からは山岡が SDGs でも触れられている「現代奴
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隷」の問題に日本政府としてどのように行動するかについて質問しました。（栗山のぞみ） 

JNATIP Online Seminar Series and Annual Discussions with Government Officials 
JNATIP (Japan Network Against Trafficking In Persons), in which NFSJ participates as a steering committee 
member, held a series of online seminars on December 4th and 11th, 2021. The theme of the first day was "Why 
Doesn’t Sexual Exploitation Stop?" and the second day was "Why the Technical Intern Training Program Should Be 
Abolished". This year the participants were invited to think about “why” in small group discussions. Then at the end 
of each seminar, the various opinions and ideas were shared with the whole group, so both seminars were very 
interactive as the JNATIP members had hoped for. As for other activities, annual discussion conferences with 
government officials were held in October and November, and Yamaoka from NFSJ could directly ask how the 
Japanese government will act on the issue of "modern slavery," which is also mentioned in the SDGs. (Nozomi 
Kuriyama) 
 
(4) 「企業のエシカル通信簿」書式を一新し、自主調査にも対応。スーパーマーケット業界を調査 
NFSJ が参加する「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、「企業

のエシカル通信簿」調査票の書式を、企業の自主調査にも対応すべく一新しました。2021

年度はスーパーマーケット業界 6社を調査し、3 月に結果を発表予定です。NFSJ は７分野

中「人権・労働」を担当。企業の人権への取組みを、職場環境の整備、サプライチェーンへ

の目配り、フェアトレード製造・販売などについて調べました。気候変動やアニマルウェル

フェアなどへの対応と共に、企業には持続可能な社会に寄与できる分野がたくさんあります。

これからも企業に働きかけて、共により良い社会を作っていきたいと願っています。（山岡万里子） 

Renewed “Ethical Report Card of Companies” to Grade Major Supermarket Companies 
The Citizens’ Network to Build a Sustainable Society through Responsible Consumption (SSRC), of which NFSJ is a 
member, has updated the format of the Ethical Report Card survey form to support voluntary surveys by companies. 
This year, we researched six companies in the supermarket industry, and the results will be announced in March, 
2022. NFSJ was in charge of "Human Rights and Labor," one of the seven areas, and examined companies' human 
rights efforts in terms of workplace environment, supply chain, fair trade, etc. Along with climate change and animal 
welfare, there are many areas where companies can contribute to a sustainable society. We hope that we can 
continue to work together with corporations to create a better society. (Mariko Yamaoka) 

《コラム》そもそも「人身取引」ってなに？ 
NFSJ は「人は売りものではない！ (People are NOT FOR SALE!)」という言葉から生まれた団体です。名前からして「人

身取引（人身売買）」に反対しています。けれども人身取引、そしてもう一つのキーワード「現代奴隷」は、「売りもの」と

いう言葉ではカバーしきれない人権侵害と搾取を含んでいます。◆そもそも人身取引は英語の human trafficking または

trafficking in persons（オーストラリアでは people trafficking、ヨーロッパでは trafficking in human beings とも。）

の和訳ですが、本来 trafficking は「密売」「違法取引」という意味で、そのため場所の移動を伴うように誤解されがちです。

◆けれども人身取引は、たとえ人の身柄の売買が伴わなくても、また移動が伴わなくても（たとえ国内、地域内、極端な場

合自宅内であっても）起こりえます。なぜなら人身取引とは、搾取を目的に、脅しなどの手段を使って、人を勧誘・監禁・

移送などすることだからです。◆一方「現代(の)奴隷(制)」は人身取引より広範囲の搾取を指すとされ、強制労働、債務によ

る束縛、強制的児童労働、強制結婚、商業的性的搾取、そして人身取引などの総称（umbrella term）と解されています。（＊

NFSJ が講演などで概説する場合は、ざっくりと「人身取引＝人を奴隷にするプロセス」と説明しています。）◆現代奴隷に

は国際的に合意された定義はなく、また人身取引は国連が定義していますが、そこにも解釈の余地があり、同じ事例でも人

身取引と呼ぶかどうか政府と NGO で見解が違う場合もあります。NFSJ が参加している JNATIP(人身売買禁止ネットワー

ク)では、毎年この点を日本政府に指摘し、適切な被害者認定と保護を要請しています。（万） 

《Column》To Begin With, What is “Human Trafficking”? 

NFSJ was born from the phrase "People are NOT FOR SALE!" So, by definition, we are against human trafficking. 
However, human trafficking and the other keyword "modern slavery" include human rights violations and exploitation 
that cannot be covered by the word "for sale". ◆The English term “trafficking” as used in “human trafficking” or 
“trafficking in persons” (also known as “people trafficking” in Australia and “trafficking in human beings” in Europe) 
originally means “illegal trade”, and is therefore often misunderstood as involving the movement of people from place to 
place. ◆However, human trafficking does not have to involve the sale or purchase of a person's body, nor does it have 
to involve movement (it can happen even within a country, region, or in extreme cases, within one's own home). This is 
because trafficking in persons is the recruitment, confinement, or transfer of a person for the purpose of exploitation, 
using threats and other means. ◆On the other hand, "modern slavery" refers to a wider range of exploitation than 
human trafficking, and is a generic umbrella term for forced labor, debt bondage, forced child labor, forced marriage, 
commercial sexual exploitation, and human trafficking. (*But when NFSJ gives an overview in lectures, we explain it 
roughly as "human trafficking is the process of enslaving people”.) ◆Although there is no internationally agreed on 
definition of “modern slavery”, the term “human trafficking” is defined by the UN. However there is room for 
interpretation, and even for the same case of exploitation, the government and NGOs may have different views, 
whether calling it a trafficking case or not. Japan Network Against Trafficking In Persons, in which NFSJ is an active 
member, points this out to the Japanese government every year and demands appropriate identification and protection 
of the victims. (M.Y.) 
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Close-Up of Not For Sale Project:  
KRUNAM, Fighting against CSAM (Child Sexual Assault Materials) 

In its efforts to fight the spread of Child Sexual 
Assault Materials (CSAM) online, Not For Sale has 
partnered with VigilAI – a UK based leader in 
AI/Deep Learning and computer vision -, and 
JustBusiness – a US based leader in business 
development -, to create a new venture under the 
name of Krunam. The project was named after the 
anti-trafficking activist who has been rescuing and 
raising at-risk children in Northern Thailand. CSAM 
can be defined as an image or video which shows a 
child who is engaged in or is depicted as being 
engaged in explicit sexual activity. CSAM can be 

found on any storage or communication system, including social media and email, and in 2020 alone there were over 
60 million CSAM images or videos reported by authorities across the globe.  

Krunam helps businesses identify and eliminate CSAM from their digital platforms by using 
breakthrough technology, and unlike the other current technology which identifies less than 
10% of CSAM, the classifier developed by Krunam can identify newly generated and previously 
unknown CSAM, which ensures better outcomes.  

Krunam offers a holistic solution to the CSAM global issue, as its work impacts survivors 
who are victimized by the distribution of CSAM, content moderators who are damaged 
psychologically while reviewing CSAM, as well as businesses that risk damaging the brand and 
online community they’ve spent years cultivating.  

https://krunam.co (Randrara Rakotomalala) 
        

国際 Not For Sale の働き～児童の性的虐待コンテンツ(CSAM) 

撲滅のためのベンチャー「クルナム(Krunam)」を設立～ 
現在、児童の性的虐待コンテンツ（児童ポルノ）はオンラインに溢れ、2020年だけでおよそ 6,000 万件が報告されています。

Not For Sale は人口知能(AI)と深層学習(DL)を専門とする英国企業 VigilAI、米企業 JustBusiness と共に、既存の手法より正

確かつ大量に CSAMを発見し削除できるシステムを開発運用するために、タイ北部で人身取引被害リスクのある児童たちを長

年保護してきた女性活動家の名前にちなんで「クルナム Krunam」を設立しました。これにより、ネット上で半永久的に拡散

される CSAMに苦しむ被害者はもちろん、CSAMの視聴を強いられ精神的ダメージを受けるネット作業者や CSAMの存在に

よりブランドイメージが傷つく企業にとっても、救済と負担軽減が図られることが期待されます。（ランドララ・ラコトマララ） 

Recommended Film & Book スタッフお薦めの映画と本 
"Raised on Porn: The New Sex Ed” Directed and Produced by Benjamin Nolot of Exodus Cry 

Because of its exploitative nature, pornography is related to modern 
slavery! This 35 min. powerful documentary combines facts about the 
addictive nature of porn and its harmful effects, especially on the brains 
of youth, with personal stories. The hesitancy of parents to discuss issues 
of intimate relationships is one reason their children are sadly finding 
answers in the ‘sex education’ provided by porn, both boys and girls, with 
the latter being at higher risk of becoming victims of sexual assault. 
Sometimes shocking, this is a must-watch for everyone concerned about 

the most vulnerable in our society—children! See the film and discussion guide for it here: 
https://raisedonporn.com  (Bonnie Jinmon) 

 
『路上のX』桐野夏生 2021年 朝日新聞出版（朝日文庫） 
 2018年に朝日新聞出版から刊行された同書が文庫化され、帯の「これは現代の人身売買だ」という言葉に惹かれ

て手に取りました。著者の取材を受けた一般社団法人Colaboの仁藤夢乃さんが解説を寄せていることも話題になり

ました。ここでは、主人公の真由、また真由が出会って行動をともにするリオナの視点で語られる物語から、胸に刺

さる言葉を紹介したいと思います。 

親が突然夜逃げして叔父の家に預けられたものの居場所がなく渋谷に流れ出てきた高校生の真由が、出会ったリオ

ナに「覚悟した方がいい」と言われて「行き場がないって、そんなに悪いことなのかな」とつぶやきます。リオナは心の中では、「もち

ろん悪いことなんかじゃないよ。悪いのは、そこに付け込んでくる大人の男たちだよ」と答えますが、声にできません。 

傷を負わせられた真由の「やつらをひどい目に合わせてやりたいけど、それも何か虚しいんだよね。だって、復讐したって、自分が

汚されたっていう事実は消えないんだもん」は自責を重ね奪われていく魂を、そしてリオナの「あたしたちのことなんか、モノにしか

見てないってことよ」という叫びは、少女たちを蔑むことで容易に搾取を行う大人たちを語っています。 

行き場がなく都会にさまよう少女たちの背景に何があるのか、また、その少女たちに目を向けて関わってくるのはどんな大人たちな

のか。フィクションとはいえ、生々しい手触りとともに紡がれる物語。路上の“X”とはいったい何なのか。読んでぜひ考えてみてく

ださい。（栗山のぞみ） 

©Not For Sale 

Kru Nam ©Not For Sale 

©Exodus Cry 

©Asahi Shimbun Shuppan  

https://krunam.co/
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人身取引問題関連ニュース  News Clips on Human Trafficking Issues 
 
厚労省、技能実習生の「人身取引」への対策強化 
厚生労働省労働基準局は 2021 年 2月、都道府県労働局長あて

に「技能実習生に対する人身取引が疑われる事案への対応につい
て」という通達を行った。外国人技能実習生が実習実施先などで暴
力を受けたり不当に長時間労働を強いられるなど、いわゆる「人身
取引」が疑われるケースが出ていることから、全国の労働局に担当
者を配置し、実習生からの訴えがあった場合などには労働基準監
督署や外国人技能実習機構が合同で監督や調査を行い、悪質な
ケースでは警察等とも連携して、これまで以上に対応を強化すると
いうもの。 
技能実習生として在留する外国人は 2020年6月時点でおよそ40

万人。日本の技能実習制度を巡っては、米国務省による報告等で、
対策の強化が必要と指摘されていた。今回の対策により、性的分野
に比べて摘発件数が極端に少ない日本の労働分野の人身取引に
関して、対策の前進が期待される。 
（「外国人採用の羅針盤」ウェブサイト 2021年 3月 14日記事、「労
働新聞社」4月 15日記事等から編集） 
MHLW Strengthening Measures against “Human 
Trafficking” of Technical Interns 

In February 2021, the Labor Standards Bureau of the 
Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) issued a 
notice to the directors of prefectural labor bureaus entitled 
"Response to Cases of Suspected Trafficking in Persons of 
Technical Intern Trainees”. There have been some cases of 
suspected human trafficking such as foreign technical intern 
trainees being subjected to violence and forced to work 
unreasonably long hours at training sites. Therefore a person 
in charge will be assigned to each labor bureau nationwide, 
and when there is a complaint from a trainee, the labor 
standards bureau and the Organization for Technical Intern 
Training will jointly supervise and investigate the case. In the 
event of malicious cases, they will work with the police and 
other authorities to further strengthen its response.  

As of June 2020, there were approximately 400,000 foreign 
nationals residing in Japan as technical intern trainees. Reports 
by the U.S. State Department on Japan's technical internship 
program have pointed out the need to strengthen measures. It 
is hoped that the measures taken this time will advance the 
countermeasures against labor trafficking in Japan, where the 
number of prosecutions is extremely small compared to sex 
trafficking. (Edited based on the March 14, 2021 article on the 
"Foreigner Recruitment Compass" website, the April 15 
article in the "Labor News" and other sources.) 

 
パスポートを取り上げパブで労働搾取 経営者を逮捕 

2019年8月、東京都江戸川区のフィリピンパブで働いていたフィリ
ピン人女性2名が、観光ビザ入国後の不法残留罪で逮捕されたが、
実はブローカーの手引きで合法的就労であると騙されており、さらに
入国後に借金を負わされて給料の半分以上を搾取され、アパートに
設置した監視カメラで監視もされていたと判明し、人身取引被害者
認定を受けた。 
このうち 1 人の情報から、群馬県太田市内のパブでも、経営者に

パスポートを取り上げられ無報酬で働かされ、居住も経営者宅の隣
室で外出を制限されていたフィリピン人女性複数名の存在が発覚。
2020年2月、太田のフィリピンパブ 3軒に捜査が入り、経営者と内縁
の妻を不法就労助長罪で逮捕。フィリピン人女性 4名が人身取引被
害者と認定され女性センターで保護された。またこの経営者が人材
手配を依頼していた、国内およびフィリピン在住のフィリピン人ブロ
ーカー複数名も特定された。太田市の事案は、端緒となった江戸川
区事案の被害者が、太田の店での搾取に耐えられず逃げ出し、東
京の他地域で働いていたフィリピン人女性から話を聞いていたこと
から発覚した。（2021 年度警察庁主催人身取引事犯に係るコンタク
トポイント連絡会議での警視庁発表より編集） 
Management Arrested for Confiscating Passports 
and Exploiting Labor at Pub 

In August 2019, two Filipino women working at a 
Philippine pub in Edogawa Ward, Tokyo, were initially 
arrested for illegal residency, but then eventually certified as 
victims of human trafficking. They were tricked by their 

brokers with a false promise of legal employment and were 
imposed unjust debt which they had to pay back, being 
monitored by surveillance cameras installed in their 
apartments. 

In February 2020, three pubs in Ota, Gunma Pref. were 
investigated, and the owner and his wife were arrested for 
encouraging illegal employment. Four Filipino women were 
identified as victims of human trafficking because they were 
exploited with passports confiscated and forbidden to go 
outside their apartment. In addition, several Filipino brokers 
living in Japan and the Philippines were identified. The Ota 
case came to light when the victim of the Edogawa case heard 
about it from a Filipino woman who had run away from the 
Ota pub because she could not bear the exploitation there and 
was working in another part of Tokyo. (Edited from the 
presentation by the Metropolitan Police Department at the 
Contact Point Meeting on Trafficking in Persons held by the 
National Police Agency in 2021) 
 
指宿昭一氏、「人身売買と闘う英雄」米国務省が選定 
 米国務省は外国人労働者問題に取り組む指宿昭一弁護士を人身
売買と闘う「ヒーロー」の一人として選んだ。雇用主から虐待を受けた
り、強制的な労働に従事させられたりした外国人技能実習生らに対
する支援活動が評価された。 
 米国務省は毎年発表する世界各国の人身売買に関する年次報
告書で、人身売買との闘いに貢献した人々を選定し、たたえている。
7 月 1 日公表の 2021 年版報告書は、指宿氏について「揺るぎない
献身で外国人の人権を守り、日本と世界で問題の認知度を高めた」
と表彰理由を述べた。技能実習制度を巡っては、毎年のように報告
書が日本に改善を求めている。今回の報告書も国内外の業者が制
度を悪用して「外国人労働者を搾取し続けている」と批判。「政府の
取り組みも最低基準を満たしていない」と問題視している。 
 指宿弁護士は「決して私個人への賞ではなく、技能実習生の人権
侵害と闘い、制度を廃止にしようと闘う全ての人を代表して頂いたと
思っている。光栄なことで感謝する」と話した。 
 日本の技能実習制度を巡り「同制度での強制労働に関する報告
は後を絶たない」と指摘する米国務省に対し、指宿弁護士は同制度
に関する情報を提供するなど協力を続けている。指宿弁護士は「日
本政府は人身取引の温床になっているという事実に目を向け、恥で
あることをしっかり認識し、一刻も早く廃止に踏み切ってほしい」と強
調した。（「毎日新聞」2021年 7月 3日記事より抜粋/編集） 
US TIP Report Honors Japanese Lawyer for 
Protecting Foreign Workers 
 Japanese lawyer Shoichi Ibusuki was honored by the US 
Department of State as one of its Trafficking in Persons (TIP) 
Heroes for battling human rights abuse in Japan. The report 
praised Attorney Ibusuki for his work supporting the foreign 
technical interns suffering abuse and forced to work at the 
hands of their employers in Japan. 

The annual US State Department report on human 
trafficking in each country selects and commends people who 
have made contributions to halting exploitation. The 2021 
report issued on July 1 said that “Ibusuki’s advocacy, along 
with his unwavering and admirable dedication to helping 
foreign nationals enduring labor exploitation and protecting 
their human rights, have brought these issues to the forefront 
and raised their profile within Japan and around the world.” 
Nearly every year, the report calls on Japan to improve its 
treatment of foreigners in its Technical Intern Training 
Program. This year too, it highlighted malicious use of the 
system by foreign and domestic businesses, saying that they 
“continue to abuse the government-operated TITP to exploit 
foreign workers.” 

Ibusuki commented on the honor, saying, “This is not only 
an award for me individually, but on behalf of all those who 
are fighting against human rights violations of technical 
interns and trying to abolish the program. I am thankful for 
this honor.” He then emphasized, “I want the Japanese 
government to squarely face the fact that the program has 
become a hotbed for human trafficking, fully acknowledge 
this shame, and work for the soonest possible end to this 
program.” (Excerpted and edited from an article in The 
Mainichi, July 3, 2021) 
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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)

7/7 明星学園高等学校で授業 Lecutre at MyojoGakuen High School 14名

7/18 JNATIP連続オンラインセミナーに登壇 Presentation at JNATIP Online Seminar 89名

8/6 第21回NFSJカフェ「外国人入国者の現実～入国管理センター訪問を通して～」 NFSJ Café #21"Detention Center Visitation: Reality of Immigrants in Japan" 28名

8/21 Sport for Smile10周年記念ウェビナーセッション3にて講演 Lecture at the Sport for Smile 10th Anniversary Webinar #3 23名

9/3 CRT日本委員会ステークホルダーエンゲージメントにてプレゼンテーション Presentation at CRT Stakeholder Engagement 50名

9/18 SDGs高校にてプレゼンテーション Presentation at SDGs High School 40名

10/13 武蔵野プレイス「市民活動する人展2020」撮影（11月に館内で展示） Photo & Video taking of Musashino Place promotion event of NPOs

10/21 第22回NFSJカフェ「歌舞伎町夜回りの現場から」（レスキューハブ　坂本新氏） NFSJ Café #22 "From Kabukicho Nightlife District" 22名

11/10 SSRC連続オンラインセミナー　第３回でプレゼン Presentation at SSRC Online Seminar #3 61名

12/18 日本女子大学人間科学部「生涯学習概論II」で講義 Lecture at Japan Women's University 150名

12/24 神戸大学「グローバルチャレンジプログラム概論」で講義 Lecture for Kobe University Global Challenge Program 20名

1/15 第23回NFSJカフェ「売られる子どもからLGBT難民まで」（宗像財団　田中真奈氏） NFSJ Café #23 "From Child Trafficking to LGBT Refugees" 35名

2/9 武蔵野プレイス　市民活動団体紹介ビデオ撮影（3月に館内に展示） Video Recording of Musashino Place Introduction Video of NPOs

2/20 SDGsよこはまCITY　NFSJオンラインセミナー SDGs Yokohama CITY NFSJ Online Seminar 25名

5/10 企業新入社員研修にて人身取引、ビジネスと人権、エシカル消費について講義 Seminar for a company's new employees on HT, B&HR, Ethical Consumption 70名

5/11 日本テレビ「ザ！世界仰天ニュース」収録（６月に放送） TV Shooting of NTV "The Sekai Gyoten News" 

5/13 神戸大学「グローバルチャレンジプログラム概論」で講義 Lecture for Kobe University Global Challenge Program 140名

5/14 明星学園高等学校で授業 Lecture at Myojo Gakuen High School 14名

5/18 青山学院大学チャペルウィークでの奨励（相模原キャンパス） Message at Aoyama Gakuin Univ. as a Chapel Week guest speaker 170名

6/9 ICU高校キリスト教週間「マルチイベント」にて講演 Lecture for ICU High School "Christianity Week Multi-Event" 40名

6/23 第24回NFSJカフェ「すべての根底にある『性的同意』問題」（ぱっぷす　岡恵氏） NFSJ Café #24 "The Issue of Sexual Consent at the Root of Everything" 24名

6/25 ハワイ教会に向けたバーチャルミッショントリップをZOEジャパンと共催 Co-hosting Virtual Mission Trip for Hawaii Church with ZOE Japan

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

7～9月 自由権規約日本審査に向けたNGOレポート作成会議 3 Meetings on ICCPR NGO Report

9/4 労働力移動に関するCRTセミナーに出席 CRT Seminar on labor migration 

9/9 「素直会議」(講師：坂本新氏）に出席 Sunao-Kaigi featuring Mr. Arata Sakamoto

9/23 大阪大学社会ソリューションイニシアティブシンポジウムに出席 Osaka University SSI Symposium on Sustainability

10/8 移住連イベント（鳥井氏安田氏対談）に出席 SMJ Event with Mr. Torii and Ms. Yasuda

10～3月 It's A Penaltyキャンペーンについて関係団体との打ち合わせ計8回 8 Meetings with related organizations for It's A Penalty Campaign

11/9 ビジネスと人権に関する国別行動計画発表を踏まえた報告会に出席 Business & Human Rights NAP Stakeholder Webinar

11/18 CRT日本委員会ステークホルダーエンゲージメント成果物発表会にてコメント Commented at CRT Stakeholder Engagement

12/1 ビジネスと人権と国際協力銀行の環境社会配慮セミナーに出席 Seminar by Fair Finance Guide on Business & Human Rights and JBIC

12/10 ANAホールディングス主催人身取引セミナーに出席 Human Trafficking Seminar by ANA Holdings

12/16 CRT日本委員会による人権ベンチマークセミナーに出席 CRT Seminar on Human Rights benchmarks

1/27 ASSCセミナー「あらためて考える現代奴隷とは？」に出席 ASSC Seminar "What is Modern Slavery?"

1/27 フェアトレード武蔵野セミナー（Moc COP とFTタウン逗子について）　に出席 Fair Trade Musashino Seminar on Moc COP & FT Town Zushi

2/6 SDGsよこはまCITY事前ブリーフィングに出席 SDGs Yokohama CITY Pre-event Briefing

2/12 米国の元被害女性からの相談について弁護士との打ち合わせ Meeting with a lawyer on former victim of HT from US

2/17 大阪大学SSI主催関西SDGｓプラットフォーム大学分科会設立記念シンポに出席 Symposium by Osaka University SSI with Kansai SDGs Platform

5/23 世界宗教者平和フォーラム日本委員会「人身取引防止スタディツアー」に出席 WCRP Online Study Tour for Prevention of Human Trafficking

6/10 ILOユニセフ主催児童労働に関するイベントに参加 Event on child labor by ILO and UNICEF

6/12 齋藤百合子氏のセミナーに参加 Seminar by Prof. Yuriko Saito

6/14 CRT主催ビジネスと人権ベンチマークについてのセミナーに参加 CRT Seminar on Business and Human Rights Benchmark

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

7/30-8/25 人身取引反対世界デーキャンペーン/本と映画の紹介全14回 World Day Against Trafficking in Persons Campaign Recommended Books & Films

8月 有機食品店等で「新聞紙バッグ」の中にNFSJエシカル商品ガイド挿入して販売 Ethical Consumption Guide flyer in the Newspaper bags

9月 SSRC英語ページ作成 Creating English page of SSRC

10月 自由権規約（ICCPR）NGOレポート作成および英訳 Writing and English Translation of ICCPR NGO Report

～6月 10周年記念NFSJ啓発ビデオの制作（6/19音声収録ほか） Production of NFSJ Awareness Video

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 Network Aaginst  Trafficking in  Persons )

JNATIP運営委員会計12回(8/5, 8/28, 9/10, 9/14, 10/21, 11/13, 12/22, 1/27, 3/4, 4/15, 5/20, 6/21) 12  JNATIP Steering Committee Meetings 

政府関係省庁との意見交換会　(9/14= 8名、10/29=37名,  11/30=47名) 3 Discussion Conferenceｓ with Government Officials

厚生労働省担当者との意見交換会計4回（12/8, 1/7,  3/18,  5/25） 4 Small Meetings with Ministry of Health, Labour and Welfare

労働組合・移住連関係者との小規模意見交換会計8回（8/6, 9/1,10/2,11/17, 12/15, 2/3, 3/7, 4/8） 8 Small Meetings with Labor Union leaders and/or SMJ resource persons

連続オンラインセミナーの開催（7/11,7/18) 2 Online Seminars 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　両回とも89名ずつ

小規模の打ち合わせ計3 回（7/2, 7/28, 1/7, ) 3 Small Meetings

 

2020 年度 事業報告 Activity Report for 2020 (2020. 7. 1 ～ 2021. 6. 30)   
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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
Activit ies Related to SSRC (Citizens' Network to Build　a
Sustainable　Society through Responsible Consumption)

運営会議計9回（8/14, 9/28, 10/27, 12/4, 1/18, 3/4, 4/9, 5/17, 6/24) 9  Meetings 

小規模の打ち合わせ計8回（7/12,7/13, 12/22, 2/8, 3/1,3/3, 3/26, 4/1) 8 Small Meetings with Individual or Group

連続オンラインセミナーの開催（10/12, 10/26, 11/10, 11/24) 4 Online Seminars                          　     　　　　　　              76名,60名,61名,54名

企業とのダイアローグ（11/2 キリンHD, 1/25アサヒグループHD） Dialogue with business sector (Kirin HD & Asahi Group HD)

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 Activ ity

運営会議計3回　（11/27, 2/28, 4/12) 3 Meetings

NFSJスタッフミーティング NFSJ Staff Meetings

プロジェクトミーティング計5回(12/26, 2/17, 3/27, 4/17, 5/28  ) 5 Project Meetings

ミーティング計11回(7/21, 8/25, 9/29, 10/27, 11/24, 12/21, 1/26, 3/2, 4/6, 5/25, 6/22) 11 Staff Meetings 平均５名

科目 (Item) 金額 (Amount) 摘要（Remarks)

Ⅰ　経常収益(Ordinary Revenue)
　１．受取寄付金(Donation)
　　　　　受取寄付金(Donation) 289,600 289,600
　２．受取助成金等（Grants）
　　　　　受取助成金（Grants） 0 0
　３. 事業収益(Operating Revenue)
　　　　　講師料（Honorarium) 292,712 大学・団体等での講演(lectures)
　　　　　共催会費（Cosponsoring Fee) 0
　　　　　書籍販売売上(Book Sales) 11,000
　　　　　ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ会費(Meeting Fee) 0 303,712

経常収益計(Total:Ordinary Revenue) 593,312

ＩＩ　経常費用(Ordinary Expenses)
　１．事業費(Operating Expenses)
　　　　　印刷製本費（Printing Expenses) 37,118 ニュースレター発行など(Newsletter, etc.)
          システム管理費（System Administration) 16,127 Zoomなど（Zoom, etc.）

　　　　　謝礼（Honorarium) 229,000 講演(Lecture) 執筆(Writing) 翻訳(Translation) etc.

　　　　　売上原価(Cost of Sales) 0
　　　　　会場設備費（Venue Expenses) 3,000
　　　　　諸会費（Membership Fee) 2,640 各種セミナー等参加費（Seminar Fee)

      　　旅費交通費（Travel Expenses) 17,100
　　　　　消耗品費（Supplies Expenses） 0
　　　　　通信運搬費（Correspondence Expenses） 22,464 327,449
  ２．管理費(Administrative Expenses)
　　　　　印刷製本費（Printing Expenses） 0
　　　　　システム管理費(System Administration) 38,212 メルマガ、ウェブサイト (Mail Magazine, Website)

　　　　　旅費交通費（Travel Expenses) 0
　　　　　消耗品費（Supplies Expenses） 2,886
　　　　　通信運搬費（Correspondence Expenses） 0
       　 支払い寄付金（Donation) 57,920 NFS本部国際事業へ(to NFS HQ int'l projects)

　　　　　雑費（Miscellaneous) 14,400 113,418 倉庫費等（Storage, etc.)

経常費用計 (Total: Ordinary Expenses) 440,867

当期正味財産増減額(Balance) 152,445
前期繰越正味財産額(Balance Carried Over) 537,091

次期繰越正味財産額（Balance Carried Forward) 689,536

 
 

 
2020 年度 収支報告 Financial Report（2020.7.1～2021.6.30） 
 

 
2020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 2020 
赤坂瑞穂、東江衿子、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、小川智瑞恵、小山澄子、加藤直子、 
北里計子、北城みどり、日下香代子、神戸北教会、小林博之、坂本理絵、島田治夫、清水和子、杉山準規、ソーシャルキャピタルマネジメント、
田中雅文、戸田奈都子、戸田洋子、富田佐保子、西野信子、のぞみ幼稚園、白田浩一、ナンシー・ピアソン、福川牧子、福嶋美佐子、 
松本周、御子柴妙子、宮本節子、守田美恵、山岡清二、山梨英和大学学生教職員、和田恵、渡辺徹朗、以上計38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。（*2020年 7月～2021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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ランドララ(ダーラ)・ラコトマララ (Randrara(Dara) Rakotomalala)  

記事 (Writer)： 大倉万理子(Mariko Ookura)、菊地真美・ライオン(Mami Kikuchi 

Lyon) 

 

★代表山岡が初のバラエティ番組出演～「ザ！世界仰天ニュース」で人身取引がテーマに～ 
2021 年 6 月 1 日放送の日本テレビ系列「ザ！世界仰天ニュース」では、SDGs
にフォーカスした「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」の一環として、
「絶体絶命のピンチから救ったヒーローSP！」と題し、人身取引がテーマとして取
り上げられました。特に子どもの人身取引とその救出に当たった航空機客室乗務員、
バス運転手、救出専門家などのエピソード映像が流れ、スタジオトーク部分にNFSJ
代表の山岡が登壇し、日本における人身取引について概説しました。出演は短時間
でしたが、この回での監修を務め、再現映像脚本のチェックなども担当。多くの視
聴者に、世界と日本で人身取引が起きている実態を伝えました。 

NFSJ Director Yamaoka Appeared on the Variety Program 
 "Za Sekai Gyoten News” ~Theme was Human Trafficking! 
On June 1, 2021 NTV's "Za Sekai Gyoten News (The World’s Astonishing News)” dealt with human trafficking, as 
part of the station’s “Good for the Planet Week” based on SDGs. As can be seen by the show’s title "Heroes Who 
Saved Children from a Deadly Pinch!”, there were reenactment episodes of victims rescued by a flight attendant, a 
bus driver, and a rescue expert. Also, NFSJ director Mariko Yamaoka gave an overview of human trafficking in 

Japan during the studio talk segment. Although she only appeared on the program for a short time, 
she supervised this episode and was in charge of checking the script of the reenactment videos, 
and could convey to many viewers the reality of human trafficking in the world and Japan. 
 
★NFSJリーフレットを改訂しました 
NFSJ の団体紹介リーフレットの改訂版を作成しました。主な変更点は、日本における人身取引についても
紹介したこと、また、誰もが加害者・被害者になる可能性があることからイラスト表現を工夫したこと等で
す。新しいリーフレットを携え、講演会やワークショップ等で直接皆さまとお会いできる日が来ることを楽
しみにしています。 
NFSJ’s Leaflet Revised!  
A revised version of the NFSJ leaflet (Japanese version) has been released. The main changes 
include the introduction of trafficking in persons in Japan, and the background illustrations of 
trafficking, since anyone can be a perpetrator or a victim. We are looking forward to meeting you 
in person at lectures and workshops to hand out the new leaflet. 

 

「人身取引」「現代奴隷制」関連デーリスト Trafficking/Slavery Memorial Days List  
人身取引・現代奴隷制に関連する国際的な記念日をご紹介します。ぜひ覚えておいて、その都度、啓発のきっかけにしてください! 

There are trafficking/slavery related memorial days throughout the year. Please take these opportunities to raise awareness!  

1/11 US National Human Trafficking Awareness Day / January is National Slavery and Human Trafficking Prevention Month 

  アメリカ全国人身取引啓発デー / 1月はアメリカの全国奴隷制・人身取引防止月間 

3/25 International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade 

     奴隷及び大西洋間奴隷貿易犠牲者追悼国際デー  

6/19 Juneteenth  テキサス奴隷解放宣言(ジューンティーンス) 

7/30 World Day Against Trafficking in Persons 人身取引反対世界デー 

8/23 International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition 奴隷貿易とその廃止を記念する国際デー（UNESCO） 

10/18 Anti- Trafficking Day (EU) and Anti-Slavery Day (UK) EU 人身取引反対デー、イギリス奴隷制反対デー 

12/2 International Day for the Abolition of Slavery 奴隷制度廃止国際デー 
 

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 wouldlike to send you a receipt. 


