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「人身取引のない日本」をめざし、政府に提言
〜「人身売買禁止ネットワーク(JNATIP)」の活動を通して～
人身売買禁止ネットワーク（Japan Network Against Trafficking in
Persons＝JNATIP）は、人身取引問題防止に関わる団体、研究者、弁護士
らが連携し 2003 年に発足したネットワーク団体で、NFSJ は 2012 年か
ら参加しています。主な活動は、一般に向けて日本国内の人身取引の現状を
伝えるシンポジウムの開催、毎年秋の意見交換の場で政府関係省庁の方針や
行動に意見を述べるアドボカシー、国連の各種人権条約への NGO レポート
の作成協力等です。
2018 年は、７月 11 日に上智大学のグローバルコンサーン研究所と共催
で「日本における人身売買と現代の奴隷制～2020 年オリンピック・パラリ
ンピックに向けて～」というタイトルのセミナーを開催しました。NFSJ は、
代表山岡が企画から会場との連絡、広報チラシ作成、当日の司会進行、副代
表栗山が申し込み受付等、多くを担いました。当日は参加者が 180 名を超え、このテーマへの関心の高さが浮き彫りになりま
した。また、セミナーに先駆けて上智大学に場所を借りて学生向けの連続勉強会（有志参加）を実施し、こちらは JNATIP ユ
ースの設立へと実を結んでいます。
JNATIP と政府との意見交換会は 10 月３日と 31 日に開催されました。この会では、政府サイドとの日程調整、各運営委員
からの質問のとりまとめ、事後の議事録作成等に NFSJ が関わっています。今回 NFSJ
は「人身取引事犯の取り締まり・処罰に実効性のある法整備」「他言語リーフレットの
活用」等について意見を述べました。人身取引の最前線で被害者救済・保護を実践する
方々と連携することは、私たち NFSJ にも多くの知識を与えてくれます。18 年に日本
政府は入管法を改正し、外国人労働者受け入れに大きく舵を切りました。その中でも「人
身取引のない日本」を実現できるよう、今後は、政府が次に発表する「人身取引対策行
動計画」案に対し JNATIP メンバーと連携しつつ要請・意見を述べ続けていきます。ど
うぞ JNATIP の一員としての NFSJ の活動にもご注目ください。（栗山のぞみ）

Advocating for a Society without Human Trafficking
NFSJ's Yamaoka and Kuriyama have been members of the steering committee of Japan Network Against Trafficking in
Persons (JNATIP) since 2012. JNATIP, established in 2003, is a network of NGOs, lawyers and researchers who are
passionate about abolishing human trafficking and modern day slavery. In July of 2018, JNATIP co-sponsored a seminar
entitled “Human Trafficking and Modern-Day Slavery in Japan―Looking Ahead to the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic
Games" with the Institute of Global Concern (IGC) at Sophia University. NFSJ played many roles such as planning, creating
flyers, accepting reservations, and MC, leading the event to a huge success with more
than 180 participants. NFSJ also attended annual meetings of JNATIP and the Japanese
Government, presenting requests on viable law system to prevent trafficking in persons
and practical usage of the government's multi-lingual poster and leaflet. JNATIP will
keep a close and severe eye on the upcoming renewal of the Government's Action Plan to
Combat Trafficking in Persons. JNATIP also contributes articles for NGO reports for
various UN human rights conventions. Please support our advocacy activity with JNATIP.
(Nozomi Kuriyama)
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JNATIP ユース発足
世界と日本の人身取引の現状に興味を持つ学生や若い社会人
を対象に、ゆるやかなネットワーク「JNATIP ユース」を設
立しました。ML による情報共有や勉強会等から活動をスター
トしています。参加希望者は、NFSJ までお問い合わせくだ
さい。
JNATIP Youth was Established
During the preparation for the seminar at Sophia
University, JNATIP Youth was established. This is a loose
network of students and youth who have interest in the
situation of human trafficking in the world and Japan. We
started sharing information and study-meetings in casual
settings. If you are interested, please contact NFSJ.
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イベント ピックアップ

Various Events

(1) 講座「日常に潜む性の搾取から子どもと若者を守るには」開催
若年層が簡単に性搾取のターゲットになってしまう現代、どうすれば身近にあ
る危険から子どもたちを守ることができるのか――人身取引の防止を進めるに
も情報があまり伝わっていないという思いから、NFSJ は、武蔵野市が NGO
に委託する市民向け講座企画に応募し選ばれ、3 月に武蔵野プレイスで標題の
講座を開催しました。講師に人身取引被害者サポートセンターライトハウス事
務局長の坂本新さんと「#なんでないの。」プロジェクトを立ち上げた現役大学
生、福田和子さんを講師に迎え、それぞれ性産業・アダルトビデオ出演強要の
実態と、スウェーデンで若者に提供される性に関する様々なサポート体制につ
いて報告していただき、参加者によるグループ討議と Q&A で活発な意見交換が行われました。特に商業的性搾取被害について
はその巧妙で執拗な手口に驚き、欧米の性教育のきめ細やかさに感嘆し、日本でも実践していくにはどうすればいいのかという
問題意識を参加者で共有しました。
（山岡）

Seminar Event “How Can We Protect Children and Youth
from Sexual Exploitation Hidden in Our Daily Life?”

NFSJ was selected as an organizer of a seminar sponsored by
Musashino City. Inviting Mr. Arata Sakamoto of Lighthouse and Ms.
Kazuko Fukuda, a Youth Initiative Member of World Association
of Sexual Health, the seminar provided the 50 participants the
opportunity to learn the reality of sexual exploitation of youth and
children in Japan and social support services for youth in Sweden.
Through the lectures and active discussions, the participants
shared the same goal: We should work together toward a society that provides comprehensive and attentive sex
education for children to fight against the sexual exploitation of youth and children. (Yamaoka)

(2)「エシカル商品」を見つけよう！／むさしの国際交流まつり出展
11 月 3 日「むさしの国際交流まつり 2018」に出展しました。４回目の参加
となった今回は、
「エシカル商品探検隊」と銘打ち、武蔵境駅近くの４つのスーパ
ーマーケットで、どの程度エシカルな商品（フェアトレード、環境や生物多様性、
動物福祉、健康に配慮などの倫理的な商品）が購入できるかを事前に調査。当日
のブースではコーヒー、紅茶、ポテトチップス、チョコレートなど実際の商品も
並べて結果を発表し、またワークショップでもエシカル消費について伝えました。
訪れた市民の皆さんの中には、
「武蔵境でもこんなにエシカル商品が買えるのです
ね」と驚く人も。武蔵野市長や市議の方々も NFSJ のブースに立ち寄り、中でも
山本ひとみ議員は 12 月の市議会一般質問で「エシカル消費の推進」について取
り上げてくださいました。
（栗山）

Let's Find Ethical Products! / Musashino International Festival 2018

NFSJ had a booth at Musashino International Festival held on November 3rd
near Musashisakai station. We had visited 4 supermarkets around Musashisakai
for research prior to the festival and presented the results on what and how
many ethical products can be found in our neighborhood. Many visitors seemed to
be surprised and impressed by how many such products there are around us.
Some said, “I was relieved to know what to do to prevent human trafficking in my
daily life.” The mayor and some city council members visited our booth. Later it
was reported that one of the city council members asked about promotion of
ethical consumption at the city council meeting in December. (Kuriyama)

(3) シエラレオネ、韓国、インド、etc. …海外の人身取引事情を学ぶ NFSJ カフェ
NFSJ とつながりのある多彩なゲストを招き、少人数で学びを共有する NFSJ カフェを 2018 年も
4 回開催しました。5 月にはロータリー平和フェローとして ICU の大学院で学ぶジョゼフ・スミス
さんから、シエラレオネのダイヤモンドなど鉱物資源の採掘を
めぐる搾取と腐敗の現実を聞きました。６月にはチャイルド・
ファンド・ジャパン(CFJ)の副理事長である福嶋美佐子さんが、
フィリピン、ネパール、スリランカの子どもたちを支援してい
る CFJ の活動内容、方法、課題、展望について語ってください NFSJ カフェ#12「生かし生かされる国際協力」
ました。10 月には NFSJ スタッフでもあるミシェル・ロバーツが、数年間滞在し支援活
動を行った韓国の性的人身取引について、日本との違いや共通点も交えて話し、12 月に
NFSJ カフェ#11
「平和なダイヤモンドを求めて〜シエラレオネのお話〜」
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はやはりロータリー平和フェローのサロニ・ラキアさんが、インドの売春宿で働く少女たちの事情と支援活動の困難さ、イ
ンドの労働法と人身売買法の統合の難しさなどを語ってくれました。今後も随時開催していきます。ぜひお気軽にご参加くださ
い。
（山岡）

NFSJ Cafés to Learn about Human Trafficking Situations in Sierra Leone, South Korea, India, etc
We are grateful to our four friends and speakers who shared their
expertise and experiences in trafficking issues in different parts
of the world at NFSJ Cafés. In May, Mr. Joseph Smith talked
about “Sierra Leone: Seeking for Peaceful Diamond.” In June, Ms.
Misako Fukushima told us about Child Fund Japan and its aid
activities in the Philippines, Nepal, etc. In October, NFSJ staff
Michelle Roberts shared “A Glimpse into Korea’s Domestic and
International
Human
Trafficking
Issues”.
In
December, Ms. Saloni Lakhia
NFSJ カフェ#13「韓国の国内外における人身取引問題について」
gave a presentation on “Through a Legal Lens: The Case of Prajwala, an
Anti-Trafficking Organization in India”. NFSJ Café, in its casual setting with
tea and snacks, gives wonderful learning experience and good opportunity for
chatting and sharing information and opinions of each participant. (Yamaoka)
NFSJ カフェ#14「インドの人身取引と法律
〜被害者保護団体プラジュワラのケースを通して〜」

(4) 国際機関・団体・企業への情報提供
2017 年に ILO、IOM と共に「世界現代奴隷推計」を発表したウォークフリー財団（豪）が、2018 年の「世界奴隷指標」
報告書を発表するにあたり、初めて日本についての国別報告書を作成しました。NFSJ はその原稿をチェックしてさらなる情報
提供を行い、報告書発表後は日本についての部分を翻訳して発表しました。
（http://notforsalejapan.org/japanese-translation）
全日空がコー円卓会議日本委員会と共に Airline Ambassadors International というアメリカの団体を招き、4 月に航空機
客室乗務員に対する人身取引研修のセミナーが行われましたが、NFSJ は AAI についての情報提供、スライドの内容・翻訳チ
ェック、そして当日には日本における人身取引の現状についてプレゼンテーションを行いました。
その他、国連の人種差別撤廃委員会の日本審査に向けての NGO レポート作成に際しても、人身取引分野について、JNATIP
作成文書の英訳や、政府関係省庁へのヒアリングに参加し、質問と要請を行いました。
（山岡）

Providing Information for International Bodies, NGOs, Corporations, etc.

Walk Free Foundation, which had issued Global Estimates of Modern Slavery in 2017 together with ILO and IOM,
updated its Global Slavery Index 2018 in which they gave a report on Japan for the first time. NFSJ assisted WFF
by proofreading and providing information on Japan’s situation and also translated the country report into Japanese
after it was launched. NFSJ also contributed in ANA’s effort to train its flight crew to detect trafficking victims
by providing assistance to the seminar sponsored by the company and Caux Round Table Japan in April, inviting
Airline Ambassadors International. NFSJ also played an important role in producing NGO report for UN Committee
on the Elimination of Racial Discrimination by translating JNATIP’s proposals and by discussing with government
officials. (Yamaoka)

(5) ９つの「大学」で講義・講演
「現代奴隷とは？」
「人身取引はなぜ起きるのか？」
「私たちに何ができ
るのか？」などをテーマに、2018 年は 9 つの「大学」
（上智大学、国際
基督教大学（写真左）、慶應義塾大学、駒澤大学、山梨英和大学（写真右下）、かつしか区民大
学、世田谷市民大学、神戸女学院大学、天理大学）にお招きいただき、計

Lectures at 9 “Universities”

13 回の
授業や講演で 700 名以上の学生さんにお話ししました。社会系の授業
のみならず、英語科の授業（英語で実施）だったり、宗教系大学の公開講
演、自治体主催の社会人講座（市民大学）など多岐にわたりました。人
身取引問題についてよくわかると好評です。大学だけでなく、どんな集
まりでもゲスト講師として伺います。ぜひお声がけください。
（山岡）

In 2018, Director Yamaoka was invited to nine universities (Sophia,
ICU, Keio, Komazawa, Yamanashi Eiwa, Katsushika, Setagaya, Kobe
College, and Tenri) and was given opportunities to lecture to more
than 700 students (participants) in 13 seminars and classes, talking
about questions like “What is modern slavery?” “What causes human
trafficking?” and “What can we do to stop this problem?” The
occasions were not only in Social Study classes, but also in English
classes, open lectures sponsored by religion-related colleges, or
adult educational courses (“Citizen’s University”). Responses are
always very favorable because the talks give new information and
perspective to students. We welcome any opportunities to talk on the
issues. Please invite us to your school or organization. (Yamaoka)
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Close-Up of Not For Sale Project:
Similar, But Different ~ NFS Romania

In 2007 Not For Sale (NFS) began with the basics in
the fight against human trafficking: raising awareness
and providing support for survivors. However, since
2012 NFS has changed the basis of the model, while
still addressing the basics. They engaged with
communities to get to the root causes of trafficking
and began finding ways to prevent it.
Every community has a vulnerable population. NFS
tailors their programing to fit the community. One
example is in Romania. The main activity in Romania is
their children’s home. The home houses about 100
children who are at risk of being trafficked. These
children are from the fringes of society – marginalized
and living in poverty. The home provides a safe and
supportive space to transition into adulthood. For adult
victims, NFS provides support with healthcare and
counseling, rehabilitation and repatriation for the many
who have been trafficked from other countries, and short- and long-term housing.
https://www.notforsalecampaign.org/our-process/#country-projects
https://www.notforsalecampaign.org/romania/

(Michelle Roberts)

国際 Not For Sale の働き～NFS ルーマニア
NFS は人身取引問題の啓発・被害者保護から一歩踏み込み、各国・地域の事情に合わせて被害リスクの高い人々を支援する
ことで、人身取引を防止する取組みも進めています。その中のひとつ、NFS ルーマニアの試みは「子どもの家」の運営です。
貧困やホームレスなどの状態から人身取引の被害に遭うリスクの高い約 100 人の子どもたちが、安全な場所で過ごしながら成
長できるように支援し、また大人に対しては短期・長期の住居提供のほかに、医療・相談・リハビリ、そして国外出身の人身取
引被害者に対しての帰国支援を行っています。(ミシェル・ロバーツ)

Recommended Book スタッフお薦めの一冊
"THE LAST GIRL: My Story of Captivity, and My Fight Against the Islamic State"
by Nadia Murad (2017), Tim Duggan Books

Nadia Murad’s book - THE LAST GIRL: My Story of Captivity, and My Fight Against the
Islamic State is informative regarding the culture, landscape, faith and life of the Yazidi
people. For that alone it was definitely a book worth reading. This powerfully true story
relates the disturbing account of the brutality of Murad’s captivity as a sex slave, her loss
of family and friends, and her courage to survive. The descriptions of her abuse and her
courage in the face of that abuse were palpable. Murad’s struggle to survive reflects the
faith of the Yazidi people that sustained her throughout the unbelievably inhuman ordeal.
As sad and shocking as the evil perpetrated on Murad and all the victims of the genocide
was, there is an uplifting quality as well in the courage shown by those at risk of their own
safety who helped them escape. I encourage you to read this extraordinary story of a
deeply inspiring young woman who has not only survived sexual slavery, but has pledged her
life to help others overcome this evil. (Kathy Burton-Lewis)

『THE LAST GIRL－イスラム国に囚われ、闘い続ける女性の物語－』
ナディア・ムラド著/吉井智津訳/東洋館出版社/2018年
ヤズィディ教徒の文化、地理的状況、信仰、そして生活について語っている本書は、その情報だけでも一読
に値するが、この実話が力強く描き出しているのは、著者ムラドが性奴隷として拘束され、家族や友人を失
いながらも、懸命に生き抜こうとする勇気である。受けた虐待の描写も、それに対する勇気ある言動も、と
てもリアルに綴られている。生き延びるための闘いの原動力になったのはヤズィディ教徒としての信仰であ
り、信じがたいほど非人間的な地獄の中にあっても、それが著者を支え続けた。ムラドや虐殺の犠牲者たち
が受けた仕打ちの非情さ・邪悪さは哀しく衝撃的だが、同時に、被害者を助けるために自らも危険を冒した
者たちの勇気には、心底励まされる。ムラドは性奴隷という運命から生還しただけでなく、悪に対峙する人々
を生涯をかけて助けようとしている。この素晴らしい女性の驚くべきストーリーを、ぜひ読んでほしい。
（キャシー・バートンルイス）
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人身取引問題関連ニュース

News Clips on Human Trafficking Issues

入管法を改正、外国人労働者受け入れ拡大へ
夜の街をさまよう少女たちのシェルター、ピンクバス

2018 年 12 月 8 日、出入国管理法の改正案が成立した。日本政
府は 2017 年、人身取引構造の固定化につながると国内外から批
判されてきた技能実習制度の適正化を目的に「技能実習法」を施
行したが、その成果も見えないうちに入管法を改正し、外国人労
働者の受け入れ数を大幅に拡大、今後 5 年間で最大 34 万 5 千
人の受け入れを目指す。
新在留資格は技能水準別に「特定技能１号」（相当程度の知識
または経験を有する）、「特定技能２号」（熟練）となり、受け入れ分
野は、すでにある技能実習業種に単純労働も加えた 14 分野。宿
泊業、外食業が新たに加わった。
法律の成立後、運用の基本方針も閣議決定されたが、課題は
山積みだ。在留資格の「１号」「２号」は試験で判定するが、どのよ
うに行われ、誰が合否判定をするのかといった具体的な仕組みが
改正法成立時点では不明。また、社会保障制度は日本人と同等
が原則だが、介護保険料、年金等は現状の制度では外国人労働
者の「払い損」となる可能性が高く、その不利益をどのように還元
するのかも不透明だ。その他にも、地方と大都市との賃金格差の
是正策、外国人との共生社会の創生も求められるが、対策は見え
ない。移住労働者の支援、権利保障等に関わってきた団体や弁
護士等からは、「外国人を単なる労働力として捉え、生活者として
みる視点が欠けている」との批判の声も多い。新入管法は 2019 年
4 月 1 日から施行されるが、混乱は必至とみられる。（朝日新聞、
毎日新聞の記事等を参考に再構成）

2018 年の秋から週に１回、側面にバラの蕾のイラストが描かれ
たピンク色のバスが夜の新宿や渋谷の街角に登場している。これ
は、なんらかの理由があって家に帰れない 10 代の少女たちに食
事や着替え、おしゃべりの場などを提供するシェルターで、少女
たちが JK ビジネスや管理売春に取り込まれるのを予防する。一般
社団法人 Colabo の仁藤夢乃さんが韓国ソウルでの取り組みに出
会い、東京でも実現した。現在 20 代後半の仁藤さん自身も 10 代
の頃家に居場所がなく街をさまよった経験から、少女たちの相談
に乗っている。「少女たちは大人を信じず、公的な支援にもつなが
れない。でも、近い世代からの支援は受け入れてくれます」と語る。
（共同通信の記事を参考に再構成）

Pink Bus Offers Shelter and Peer Support to
Vulnerable Girls
Once a week since October 2018, a pink bus with a rose bud
and flowers painted on its sides has appeared in the red-light
district of either Shinjuku or Shibuya in the evening. This is a
shelter that provides meals, clothes, a place to chat for teenage
girls who cannot return home for some reason, and helps
prevent girls from being taken into sexual exploitation like JK
businesses and/or prostitution. Ms. Yumeno Nito, the director of
the non-profit group Colabo, found this concept in Seoul, Korea,
and brought it into Tokyo. Ms. Nito, who is in her late 20's, also
was a vulnerable teenager and wandered around night spots.
She is now a supporter for the girls. "Since girls do not trust
adults it is difficult for them to receive public aid, but they
accept support from the closer generation," says Nito. (Edited
from the article of Kyodo)

New Immigration Control Act was Passed to Boost
Foreign Workforce
A new Immigration Control Act was passed on December 8,
2018. In the previous year the Japanese Government enforced
the Technical Intern Training Law aimed at optimizing the
technical internship system that had been criticized both
domestically and abroad as it can lead to human trafficking.
However, before the verification of the Technical Intern
Training Act, the government decided to greatly expand the
number of foreign workers to maximum of 345,000 over the
next five years based on the new Act.
Two new statuses of residence for foreign workers will be
introduced according to skill level: "Specific Skill No. 1" (with
a considerable degree of knowledge or experience), "Specific
Skill No. 2" (skilled). There will be 14 labor fields in total that
accept foreign workers, including newly added simple labor
fields such as accommodation and food service.
Though the basic policy of operation was also decided by the
Cabinet after the establishment of the new law, there is a
mountain of issues to solve. The status of residence of "1" and
"2" will be decided by an examination, but some concrete
mechanisms and who makes pass/fail judgment were unknown
at the time the revised bill was established. Although the social
security system should be basically the same as that of Japanese
workers, it is highly likely that foreign workers who are
required to pay nursing-care insurance premiums, pensions, etc.
would not have chance of receiving coverage under the current
system because their status of residence will not be valid after
10 years. Besides that, countermeasures of wage differentials
between rural and urban areas and creation of a society
co-living with foreigners are needed. There are also criticisms
from organizations and lawyers who have supported migrant
workers' rights saying that "the policy views foreigners only as
laborers, not as human beings". The new Immigration Control
Act will come into effect on April 1, 2019, but confusion is
inevitable. (Edited from articles of Asahi Shimbun & Mainichi
Shimbun)

札幌市、日本で５番目のフェアトレードタウン認定へ
開発途上国などの原料や製品を適正な価格で継続的に購入
することで、立場の弱い生産者や労働者の生活改善と自立を目
指すフェアトレード。市民・企業・行政が協力し、まちぐるみでフェ
アトレードの普及・啓発に取り組む自治体が「フェアトレードタウン」
として認定されている。これまでに世界で 2,000 都市以上、国内で
は熊本、名古屋、逗子、浜松の 4 市が認定されているが、このた
び札幌市でも、６つの認定基準の最後の 1 つである「自治体によ
る支持」を満たす、市議会による推進決議（10/30）と秋元市長に
よる協力宣言（11/28）が行われた。今後、一般社団法人日本フェ
アトレード・フォーラムによる認定作業が行われ、2019 年中には国
内 5 番目のフェアトレードタウンが誕生する見込み。（札幌市 HP、
「フェアトレードタウンさっぽろ戦略会議」FB ページより再構成）

City of Sapporo to be Certified as the 5th Fair Trade
Town in Japan
Sapporo is expected to be named as the 5th Fair Trade Town
in Japan, now that the city fulfilled the last of the 6 criteria for
certification. There was a resolution made by the City Council
in October to promote fair trade and a public announcement by
Mayor Akimoto in November to cooperate with the FT
movement. There are more than 2,000 Fair Trade Towns in the
world and in Japan, Kumamoto, Nagoya, Zushi, and
Hamamatsu have been certified as FT Towns by fulfilling
numbers of strict criteria and being examined by Fair Trade
Forum Japan. FT Town is where its citizens, businesses, and
local governments all cooperate in promoting fair trade. Now
FTFJ is in the process of examining Sapporo’s application and
expected to announce its certification in 2019. (Edited with
references to Websites of Sapporo City and the “Fair Trade
Town Sapporo Strategic Conference”)
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201７年度事業報告 Activity Report for 2017 (2017. 7. 1 – 2018. 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)

7/1

ピナット勉強会「知ろう！学ぼう！外国人技能実習制度

Lecture on Foreign Technical Intern Training Program at PINAT

10名

7/6

CRTｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで「企業のエシカル通信簿」について報告

Presentation on Ethical Report Card at CRT's Stakeholder Engagement

50名

7/18

桜美林大学チャペルアワーにて「奨励」

Message at Oberlin University Chapel Hour

120名

9/15

第9回NFSJカフェ「西アフリカガンビアと移民政策のお話」（ルイ・メンディさん）

NFSJ Café #9 "Gambia and Its Immigration Issues"(Mr. Louis Mendy)

14名

9/24

東京ユニオンチャーチにて「フリーダムサンデー」としてプレゼンテーション

"Freedom Sunday" Presentation at Tokyo Union Church

10/6-10/12 武蔵野プレイス「市民活動の森」出展

Musashino Place's Panel Exhibit "Social Activities Forest"

11/12

むさしの国際交流まつり2017ブース出展とワークショップ

Musashino International Festival Booth & Workshop

50名

11/18

「たまり場」にて技能実習制度問題について講演

Lecture on Foreign Technical Intern Training Program at "Tamariba"

20名

11/21

地方消費者フォーラムin東北（福島）にてエシカル消費のパネリストとして登壇

Local Consumers Forum in Tohoku (Fukushima) on Ethical Consumption

180名

12/5

共立女子大学にて講義

Lecture at Kyoritsu Women's University

53名

12/15

玉川聖学院高等部にて授業

Lecture at Tamagawa Seigakuin High School

40名

12/19

第10回NFSJカフェ「漂泊の民・ロマ族に惹かれてギリシャへ」（田代希和さん）

NFSJ Café #10 on Roma of Greece by Ms. Kiwa Tashiro

15名

1/15

上智大学にて講義

Lecture at Sophia University

90名

1/16

国際基督教大学ロータリー平和セミナーにて講義

Lecture at ICU Rotary Peace Seminar

25名

1/18

国際基督教大学社会学授業にて講義

Lecture at ICU Sociology Class

40名

3/8

ホーガン・ロヴェルズ法律事務所「国際女性デー」イベントでプレゼン

Presentation in the Int'l Women's Day event at Hogan Lovells

50名

3/9

SSRC「企業のエシカル通信簿 第2回結果発表会」企画運営およびプレゼン

SSRC Seminar on Ethical Report Card of Companies

60名

3/21

SSRCセミナー「買い物から見えてくる世界の今と未来」企画運営およびプレゼン

SSRC Seminar on Ethical Consumption

50名

3/24

武蔵野ﾌﾟﾚｲｽNFSJ企画講座「日常に潜む性の搾取から子どもと若者を守るには」

NFSJ Seminar on Sexual Exploitation

50名

4/14

ICU国際協力分野同窓生の会（ICUICU)年次総会でのプレゼン

Presentation at ICUICU Annual Meeting

30名

4/14

ASSC第１回エシカルサロンにてエシカル消費についてのプレゼン

Lecture at ASSC Ethical Salon on Ethical Consumption

15名

4/18

ANAとエアラインアンバサダーによる人身取引研修セミナーでプレゼン/企画協力

ANA & Airline Ambassador International's Training Semiar

60名

5/18

第11回NFSJカフェ「平和なダイヤモンドを求めて（シエラレオネ）」（J・スミスさん）

NFSJ Café #11 on Sierra Leone with Mr. Joseph Smith

9名

5/24

国際基督教大学ジェンダー授業にて講義

Lecture at ICU Gender Class

40名

5/28

慶應義塾大学英語クラスにて講義

Lecture at Keio University English Classes

50名

5/29

駒澤大学「国際社会入門」クラスにて講義

Lecture at Komazawa University "International Society" Class

100名

6/15

第12回NFSJカフェ「生かし生かされる国際協力」(福嶋美佐子さん)

NFSJ Café #12 on Child Fund Japan with Ms. Misako Fukushima

13名

6/28

CRTｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで「企業のエシカル通信簿」について報告

Presentation on Ethical Report Card at CRT's Stakeholder Engagement

40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

7/7

第20回外国人政策勉強会 出井康博氏講演に出席

Lecture by Mr. Yasuhiro Idei on Foreign Workders in Japan

7/13

COLABO『私たちは買われた展』鑑賞

Visit the Exhibit "We Were Bought" by COLABO

7/13

CRTｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑでNGOとしてコメント

Commented on CRT's Stake Holder Engagement Program

7/14

警察庁主催「第14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

9/5

むさしの国際交流まつり2017実行委員会に出席

Committee on Musashino International Festival 2017

9/13

消費者庁岡村和美長官および他の担当官とSSRCの面談

Meeting with Director Okamura and Other Staff of Consumer Affairs Agency

9/24

武蔵野市助成事業「みんなの講座」応募団体として公開プレゼンテーション

Presentation to Win the Right to Organize a Seminar Sponsored by Musashino City

9/30

ウェスレー財団リユニオンに参加

Wesley Foundation Reunion

10/1

松原教会にて「フリーダムサンデー」実施

Freedom Sunday at Matsubara Church

10/7

移住連セミナー「日本におけるブラジル人」篠原ロンカット・マリアナさん講演に出席

Seminar by Mariana Shinohara Roncato on Brazilian Immigrants Community

10/14-15 東京バプテスト教会にて「フリーダムサンデー」実施

Freedom Sunday at Tokyo Baptist Church

10/21

むさしの国際交流まつり2017実行委員会に出席

Committee on Musashino International Festival 2017

10/22

東京バプテスト教会にて「Caged No More」上映

Screening of "Caged No More" at Tokyo Baptist Church

10/30

日弁連主催 技能実習生問題シンポジウムに出席

Symposium on Technical Intern Program by Japan Federation of Bar Associations

11/7

CSOネットワーク主催「ビジネスと人権研究会」に出席

Workshop on Business and Human Rights by CSO Network

11/30

同志社大学マーサ・メンセンディーク教授と面談

Meeting with Dr. Martha Mensendiek of Doshisha University

12/6

ビジネスと人権公開フォーラムに出席

Public Forum on Business and Human Rights

12/12

人種差別撤廃条約政府レポートについての質問セッションで質問・コメント

Q&A Session with Japanese Government on CERD Gov't Report

12/13

上智大学グローバルアクション講座に出席

Sophia University Global Action Lecture Series

12/14

メコンクラブのマット・フリードマン氏講演（米国大使館主催）に出席

Lecture by Mr. Matt Friedman, CEO of Mekong Club on Human Trafficking

2/4

Women's Conferenceに出席

Women's Conference

2/5

AV出演強要問題に関するシンポジウム（ヒューマンライツナウ主催）に出席

HRN Symposium on AV Forced Performance

2/8

読売新聞記者より、日本における人身取引について電話取材

Telephone Interview by Yomiuri Shimbun Reporter on HT in Japan

2/18

ESG投資(SRI)についての講座に出席

Lecture on ESG Investment (SRI)

2/19

コンゴの民主化と人権問題 講演に出席

Seminar on Democracy and Human Rights of Congo

2/21

ANA,CRT,NFSJで内閣府訪問（4/18セミナーについて入管・警察庁担当者と面談）

ANA, CRT, and NFSJ visited Cabinet Office on 4/18 ANA Seminar

2/27

武蔵野市男女平等推進センター石井さんとの面談

Meeting with the Gender Equality Center of Musashino City

3/12

武蔵野市役所および武蔵野警察著の少年課との面談

Meeting with Personnels of Musashino City Municipal Office and Police Agency

3/19

CNNのスチュワート記者よりスカイプ取材

Skype Interview by Ms. Stewart, a Reporter of CNN

4/6

UDトラックス副社長・担当者との面談

Meeting with Senior Vice President of UD Trucks

5/26

#なんでないの。プロジェクトキックオフイベントに参加

#Nandenaino Project Kick-off Event

6/3

フィリピンのサイバーセックストラフィッキングについての報告会に参加

Seminar on Philippine's Cyber-Sex Trafficking at Tokyo Baptist Church

6/5

カトリック大阪大司教区社会活動センターシナピスを訪問

Visit to Sinapis, the Social Activity Center of Catholic Osaka Archdiocese

6/7

上智大学国連Weeksビジネスと人権シンポジウムに参加

Sophia University UN Weeks Business and Human Rights Symposium

6/18

ACE主催「日本にもある児童労働～SDG8.7達成に向けたアクションを！」に参加

Seminar by ACE on Child Labor and SDG8.7

6/25

第23回外国人政策勉強会「『在留資格』で分かる、外国人受入れの今とこれから」
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EDAS Foreigners Policies Study Session on Status of Residence in Japan

制作物作成・キャンペーン・メディア掲載など

Creating and Printing/Campaigns/Media Coverage

7/30

NFSJウェブサイト公開

Launch of NFSJ Website

9月

「2017年版・世界現代奴隷推計」概要の抄訳を作成・発表

Summarized Translation of "2017 Global Estimates of Modern Slavery"

12月

英語版冊子「Do you know about Human Trafficking (Modern-Day Slavery)?」発行

Revised Awareness Booklet "Do You Know about Human Trafficking?" (English)

2月

団体リーフレット日本語改訂版発行・配布開始

NFSJ Leaflet Revised Japanese Version

3/23-29 「東京メトロその他の駅で『#人身取引ポスター』を探そう！」キャンペーン

Campaign to Search for "#Human Trafficking Poster" at Stations

3月

ウォークフリー財団レポートのレビューと情報提供

Correcting and Information Giving for Walk Free Foundation Annual Report on HT

6月

人種差別撤廃条約(CERD)NGOレポート「人身取引」の項英訳

English Translation of the Article "Traffickiing"in the NGO Report for CERD

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 J NATIP (J apan Network Aaginst Trafficking in P ersons)

JNATIP運営委員会計8回(7/12, 8/17, 11/29, 1/17, 2/21, 4/11, 5/16, 6/13 )

8 JNATIP Steering Committee Meetings

政府関係省庁との打合せ及び意見交換会 (7/12=5名, 9/26=40名, 10/25=40名)

3 Discussion Conferenceｓ with Government Officials

2020オリパラに向けての学生ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ計4回(5/16=33名, 5/30=11名, 6/13=6名, 6/27=10名）

4 JNATIP Students Meetings

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)

運営会議計５回（9/12, 11/30, 2/19, 3/21, 6/25) *スカイプ会議1回含む

5 Meetings Including One with Skype

セミナー等の開催（3/9, 3/21)

2 Seminars

消費者庁岡村和美長官および他の担当官とSSRCの面談(9/13)

Meeting with Director Okamura and Other Officials of Consumer Affairs Agency

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 P lace Civil Activity

運営会議 （5/24 )

1 Meeting

NFSJスタッフミーティング、プロジェクトミーティングなど

NFSJ Staff Meetings and Project Meeting

スタッフミーティング計10回(7/4, 8/14, 9/29, 11/9, 12/5, 1/19, 2/20, 4/10, 5/15, 6/12)

10 Staff Meetings

プロジェクトミーティング （10/3市民活動の森, 11/9,11/11 むさしの国際交流まつり出展準備）

3 Project Meetings (Planning and Preparing for Exibits & Musashino Int'l Festival)

平均6名

2017 年度収支報告 Financial Report（2017.7.1～2018.6.30）
科目 (Ite m)
金額 (Amou n t)
Ⅰ 経常収益(Ordin ary Re ve n u e )
１．受取寄付金(Donation)
受取寄付金(Donation)
529,828
5 2 9 ,8 2 8
２．受取助成金等（Grants）
受取助成金（Grants）
188,000
1 8 8 ,0 0 0
３. 事業収益(Operating Revenue)
講師料（Honorarium)
224,028
共催会費（Cosponsoring Fee)
0
書籍販売売上(Book Sales)
33,500
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ会費(Meeting Fee)
0
2 5 7 ,5 2 8
経常収益計(Total:Ordin ary Re ve n u e )
ＩＩ 経常費用(Ordin ary Expe n se s)
１．事業費(Operating Expenses)
印刷製本費（Printing Expenses)
291,627
システム管理費（System Administration)
53,271
謝礼（Honorarium)
147,000
売上原価(Cost of Sales)
0
会場設備費（Venue Expenses)
12,760
諸会費（Membership Fee)
7,500
旅費交通費（Travel Expenses)
103,465
消耗品費（Supplies Expenses）
15,803
通信運搬費（Correspondence Expenses）
19,880
6 5 1 ,3 0 6
２．管理費(Administrative Expenses)
印刷製本費（Printing Expenses）
31,853
システム管理費(System Administration)
37,026
旅費交通費（Travel Expenses)
23,340
消耗品費（Supplies Expenses）
18,092
通信運搬費（Correspondence Expenses）
38,644
支払い寄付金（Donation)
105,965
雑費（Miscellaneous)
17,990
2 7 2 ,9 1 0
経常費用計 (Total: Ordin ary Expe n se s)
当期正味財産増減額( B alan c e )
前期繰越正味財産額( B alan c e Carrie d Ove r)
次期繰越正味財産額（ B alan c e Carrie d Forward)

摘要（ Re marks)

会場寄付金含む(Includes on-site donation)
ｳｪｽﾚｰ財団、武蔵野市より(Wesley & Musashino)

大学・高校・団体等での講演(lectures)
「買われた展」チケット含む（Includes tickets)
9 7 5 ,3 5 6

デザイン費含む(Including Designer's fee)
ウェブサイト新規開発費（website development)

講師・翻訳（Lecturer, translation)
書籍・DVD・上映権(books, DVDs, Screening)
各種セミナー等参加費（Seminar Fee)

新リーフレット印刷(New Leaflet)
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)

倉庫費等（Storage, etc.)
9 2 4 ,2 1 6
5 1 ,1 4 0
4 9 8 ,6 7 9
5 4 9 ,8 1 9

2017 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 2017.
会田充敏、愛原和子、赤坂瑞穂、井上清子、エーエステイ戸田章子、大本恭子、荻田慶子、オダタエコ、加古紗都子、加藤直子、神谷俊光、
日下香代子、栗山のぞみ、栗山規子、久留米キリスト教会、神戸北教会、小林三佳、坂本理絵、島田治夫、清水和子、神門バニー、杉山準規、
勢井峯生、竹内晃・美貴、武田英敬、田中雅文、千森敏男、東方敬信、西野信子、のぞみ幼稚園、キャシー・バートンルイス、白田浩一、
聖ヶ丘教会婦人会有志、星出卓也、松林利江、御子柴高視・憲子、宮本節子、守田美恵、柳澤佳詠、山北宣久、山本あつし、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。（*2017 年 7 月〜2018 年 6 月）

NFSJ をサポートしてくださっている企業・団体さま 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)、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)、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 のリーフレットが新しくなりました
2011 年作成の団体リーフレット（A4 版三つ折り）を一新させ、人身取引被
害の要因などの情報も盛り込んだリーフレットを新たに作りました。日本語版
は 2018 年 2 月、英語版は同 12 月に完成。今後も啓発資料の一環として活
用していきます。

Renewed NFSJ Leaflet Now in Use!

The leaflet of NFSJ was almost 7 years old so we renewed its content
completely. The illustrated explanation of how people are being victimized
is one of its informative additions to help understand the issue. Japanese
version was completed in February and English in December 2018.

★「企業のエシカル通信簿」活動資金のファンドレイジングで、200 万円以上が集まりました
2018 年度、それまで受けていた助成金が継続されず、活動資金が無くなって
しまった「消費から持続可能な社会をつくる市民ネットワーク（SSRC）
」(NFSJ
が参加/山岡が共同代表幹事)は、「企業のエシカル通信簿」プロジェクト実施の
ために、
「Readyfor」というサイトを使ったクラウドファンディング（ネット上
での資金集め）を実施。NFSJ のサポーターでもあるみなみななみさんが素敵な
イラストを提供してくださったおかげもあり、40 日間で当初目標の 185 万円を
上回る金額を集めることができました。ご支援下さった皆様に感謝いたします！
Crowd Funding for the Project of “Ethical Report Card of Companies”
Finished with More than 2 Million yen
The Citizens’ Network to Build a Sustainable Society through Responsible
Consumption (SSRC) launched a crowd-funding using Readyfor’s
all-or-nothing scheme, calling for 1.85 million yen to implement the project of
“Ethical Report Card of Companies” and finally achieved 2 million yen. One of
the key contributions was the cute and compassionate illustration that Minami Nanami, an illustrator and NFSJ supporter,
provided for this cause. We thank everybody who contributed your generous gift!
よこはま国際フォーラム 2019 NFSJ セミナー「あなたの隣の外国人、実は“現代奴隷”かも？」
「現代の奴隷制」とも呼ばれる人身取引は、日本でも起きています。特に技能実習生として来日する外国人の中には、借金を背負い
過酷な条件下で働かされている人もいます。外国人コミュニティに接する中で、ベトナム人を中心に、労働搾取に苦しむ実習生、留
学生、難民、入管収容者に寄り添い、声を上げてきた山村淳平医師を講師に迎え、現代日本で起きている問題を学び、私達に何が
できるのか共に考える機会にしたいと考えています。

2019 年 2 月 2 日(土)15:20～17:10 (開場 15:10)

定員:40 名

JICA 横浜 4 階「セミナールーム 6」

横浜市中区新港 2-3-1 JICA 横浜 (JR「桜木町」駅・「関内」駅北口から徒歩 15 分、みなとみらい線「馬車道」駅から徒歩 8 分)
講師 山村淳平氏 (内科医) 1990 年代にアジアやアフリカで被災民や難民への医療支援を行う。現在
は横浜市の診療所で内科医として勤めるかたわら、日本にいる移民・難民の医療にたずさわっている。
入場無料＊ただしフォーラム入場料(前売 500 円/当日 700 円）が必要
「よこはま国際フォーラム」のウェブサイト yokohama-c-forum.org/wpforum/（右の QR コード）をご参照ください。
問合せ先 japan@notforsalecampaign.org 席の確保はできませんので早めにご来場下さい。

【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.

《編集スタッフ （Editing Staff）》
編集・記事作成・翻訳 (Editor, Writer & Translator)：
山岡万里子 （Mariko Yamaoka）、栗山のぞみ （Nozomi Kuriyama）
記事作成 (Writer)： ミシェル・ロバーツ (Michelle Roberts)
キャシー・バートンルイス （Kathy Burton-Lewis）
英文チェック (Proofreader)：神門バニー （Bonnie Jinmon）
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