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難民関連ニュース一覧 2022年 1月 全難連ウェブ  

1. 国内ニュース ······································································································  

【難民保護全般】 

 . 2022年 1月 3 日・共同通信／石嶋大裕「ミャンマー難民クーデター後１５人認定、
この数字どう見るか 大幅増も「過去は５年で１人だけ」の〝受け入れ途上国〟」 

【収容・送還等】 

 . 2022年 1月 27日・しんぶん赤旗「国内人権機関設立を 入管死亡事件を受け 日弁
連シンポ」 

 . 2022年 1月 25日・共同通信／TOKYO Web「入管庁、宣言解除で仮放免厳格化 昨
年 11月、急拡大も停止せず」 

 . 2022年 1月 21日・共同通信／Yahoo!ニュース「仮放免判断に医師の見解を 収容女
性死亡受け改善策、入管庁」 

 . 2022年 1月 21日・毎日新聞／上東麻子「「入管対応に恐怖すら感じる」 ウィシュ
マさん映像閲覧議員が報告」 

 . 2022年 1月 20日・西中誠一郎／週刊金曜日／Yahoo!ニュース「ウィシュマさん死亡
事件、入管の「悪意なき拷問」と「悪意ある隠蔽」とは」 

 . 2022年 1月 17日・志葉玲「NHK も朝日新聞も引っかかったフェイク ”日本政府が
国連に反論”」 

 . 2022年 1月 16日・毎日新聞／上東麻子、和田浩明「「断末魔のような声」 映像み
た階議員が明かすウィシュマさんの様子」（会員記事） 

 . 2022年 1月 13日・毎日新聞／井田純「（特集ワイド）収容死の責任「言い逃れ」と
怒り 「入管は何も変わらない」 犠牲重ねる司法軽視」（会員記事） 

 . 2022年 1月 4 日・弁護士ドットコム／塚田恭子「入管収容者にカビたパン、虫の入
った弁当 改善されない対応に支援者たちが焦り」 

（大村ネパール） 

 . 2022年 1月 31日・朝日新聞／榎本瑞希「入管収容中のネパール人に「一刻も早く手
術を」 立憲議員が申し入れ」 

 . 2022年 1月 29日・毎日新聞／杉山恵一「寝たきりの収容者 手術求める支援者らに
入管「必要ない」 長崎」 

 . 2022年 1月 28日・毎日新聞／田中韻「「生命の危機」 大村入管収容のネパール人 
人権救済を申し立て」 

 . 2022年 1月 21日・毎日新聞／和田浩明「「第 2 のウィシュマさんに…」ネパール男
性、入管でほぼ寝たきりに」（会員記事） 

 . 2022年 1月 18日・長崎文化放送「【長崎】大村入管収容ネパール人の人権救済申し
立て」 

（恣意的拘禁訴訟） 

 . 2022年 1月 14日・東京新聞／望月衣塑子「「なぜ入管は国連の指摘を無視するの
か」 難民申請中の外国人 2人が国を提訴」 

 . 2022年 1月 13日・弁護士ドットコム／Yahoo!ニュース「外国人の長期収容「国連ル
ールを無視」 難民申請の 2人が国を提訴」 

 . 2022年 1月 13日・NHK「“入管に裁判などなく長期収容は国際規約違反” 2人が
提訴」 

 . 2022年 1月 13日・産経新聞／Yahoo!ニュース「入管施設長期収容で外国人男性２人
が国を提訴」 

 . 2022年 1月 10日・朝日新聞／村上友里「入管に長期収容、外国人 2 人が国提訴へ 
国連人権理事会 WG が意見書」（会員記事） 

（DV事案措置要領） 
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 . 2022年 1月 13日・中日新聞「入管、ＤＶ対応要領を改正 名古屋・スリランカ人女
性死亡問題を踏まえ」（会員記事） 

 . 2022年 1月 12日・時事通信「入管庁、ＤＶ対応の内規改正 スリランカ女性死亡受
け」 

 . 2022年 1月 12日・NHK「入管庁 収容外国人に DV被害の可能性ある場合の措置要
領を改正」 

（入管法改正法案） 

 . 2022年 1月 24日・毎日新聞／青木純、宮原健太「対決法案先送り、火種 与党、参
院選争点化避け 野党反発」（会員記事） 

 . 2022年 1月 9 日・共同通信「入管法改正案の再提出見送り 政府、参院選へ影響懸
念」 

 . 2022年 1月 7 日・時事通信「入管法改正案、再提出見送りへ 政府・与党」 

 . 2022年 1月 7 日・朝日新聞／吉川真布「入管法改正案、再提出見送りへ ウィシュ
マさん背景に選挙前批判懸念」 

【社説・意見等】 

 . 2022年 1月 26日・東京新聞（社説）「長期収容で提訴 入管の強圧性が争点だ」 

 . 2022年 1月 18日・沖縄タイムス／安田菜津紀「「自由なくして、人は人らしく生き
られない」乗り込んだ木造船の先［安田菜津紀エッセイ］」 

【政府・国会等】 

入管庁：難民審査参与員一覧（令和 4 年 1月 31 日現在：121名） 入管庁（2022年 1月 31

日） 1 増 

【新任】吉田 徹 氏（同志社大学政策学部教授） 

 . 改善策の取組状況（令和 4年 1月 25 日更新） 入管庁（2022年 1月 25 日） 

 . 「出入国在留管理庁職員の使命と心得」について 入管庁（2022年 1月 25日） 

法相会見：出入国在留管理行政に関する質疑について（法務大臣閣議後記者会見の概要） 法
務省（2022年 1月 28 日） 

 . 「出入国在留管理庁職員の使命と心得」に関する質疑について（法務大臣閣議後記者
会見の概要） 法務省（2022年 1月 25日） 

 . 出入国在留管理行政に関する質疑について（法務大臣閣議後記者会見の概要） 法務
省（2022年 1月 18日） 

 . 特定技能制度・技能実習制度に係る法務大臣勉強会等に関する質疑について（法務大
臣閣議後記者会見の概要） 法務省（2022年 1月 14 日） 

 . 入管法改正法案に関する質疑について（法務大臣閣議後記者会見の概要） 法務省
（2022年 1月 11日） 

 . 出入国在留管理行政に関する質疑について（法務大臣閣議後記者会見の概要） 法務
省（2022年 1月 7日） 

【その他】 

 . 2022年 1月 28日・中日新聞「＜ｂｙ学生スタッフ＞ 「日本は平和な国だと…」 
入管問題訴える大学生の思い」 

 . 2022年 1月 26日・映画.com／Yahoo!ニュース「この人生いらない。毎日毎日同じ」
日本の入管の実態を“隠し撮り”した「牛久」予告編」 

 . 2022年 1月 25日・朝日新聞／伊藤和也「入管庁、職員向け「使命と心得」策定 ス
リランカ女性の収容死受け」（会員記事） 

 . 2022年 1月 24日・FRIDAY／Yahoo!ニュース「もう誰も死なせない…「人として扱
う」弁護士・駒井知会の夢」 

 

2. 受入国関連のニュース ··························································································  
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【アジア・太平洋】 

韓国：「難民が被害を被らないように劣悪なインタビューを防ぐ」法務部が難民専門通訳の認
証制度を試行（"부실면접 막아 난민 피해 없게"… 법무부, 난민전문통역인 인증제 

시행） 大韓弁護士協会新聞（法曹新聞）、2022年 1月 19日、第 843号 

【欧州・ロシア・中央アジア・コーカサス】 

ＥＵ：新たなマンデート発効で EASO が EUAAになる（EASO Becomes EUAA as New 

Mandate Enters into Force） ECRE（2022年 1月 21日） 

 

 

寄付のお願い ·······································································································  

全難連は、難民保護のために活動する弁護士のネットワーク団体です。日本における包括的な難民保護制度の確
立のために、全難連の活動を支えてください。皆様からのご寄付は、難民支援活動およびより良い難民保護制度の構

築にための活動に活用させていただきます。 

《振込み先金融機関》 

● 銀行口座 

三井住友銀行 麹町支店（218） 

口座番号：1464944 普通口座 

名義：全国難民弁護団連絡会議 

● 郵便振替 

口座番号：00100-1-315816 

名義：全国難民弁護団連絡会議 

※通信欄に「寄付」とご記入ください。また、お名前や
ご連絡先（住所や電話番号、メールアドレス等）もご記
入ください。 

 

 

（問い合わせ先） 

全国難民弁護団連絡会議事務局（担当：杉本） 

東京都新宿区四谷 1-18-6 四谷プラザビル 4階 いずみ橋法律事務所内 

電話：03-5312-4827 Fax：03-5312-4543 

Ｅメール：zennanrenlawyers@gmail.com 

URL：http://www.jlnr.jp/ 
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