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難民関連ニュース一覧 2022年 2月（2022.03.2（03.15更新）） 全難連ウェブ  

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

【難民保護全般】 

 . 2022年 2月 22日・志葉玲／Yahoo!ニュース「オリンピックも原因？日本人妻が奪わ
れた幸せ「正直者が馬鹿を見る」―入管に「騙され」、家族離散」 

 . 2022年 2月 14日・神田和則／47 News「入管庁と弁護士会の知られざる闘いなぜ 
公表資料が隠す３つの「不都合な真実」」 

 . 2022年 2月 3 日・弁護士ドットコム／Yahoo!ニュース「麻布中入試の「難民問題」
が反響、大人も舌を巻くほど「すごい」「入管職員も受けてみて」」  

（アフガニスタン） 

 . 2022年 2月 10日・NHK「（在日外国人と考える）“僕たち家族は国を追われた” 
アフガニスタンから日本へ 退避の記録」 

（ウクライナ） 

 . 2022年 2月 28日・毎日新聞／遠藤修平「ウクライナ難民 「人道上配慮が必要なら
在留許可」と官房長官」 

 . 2022年 2月 28日・時事通信／Yahoo!ニュース「人道上の配慮で在留許可も ウクラ
イナ人受け入れめぐり 政府」 

 

【収容・送還等】 

 . 2022年 2月 17日・ABEMA Times「「なんで見えない、たしわからない…」名古屋
入管で死亡したウィシュマさんの言葉が問いかけるもの」 

 . 2022年 2月 14日・毎日新聞／上東麻子「「痛くてもやむを得ない」 収容者「制
圧」の入管職員の証言」（会員記事） 

 . 2022年 2月 13日・毎日新聞／上東麻子「「うるさい、静かにしろ！」 入管施設
「制圧」の実態 映像入手」（会員記事） 

 . 2022年 2月 7 日・ANN／テレ朝ニュース「【独自】B型肝炎に感染「入管でカミソ
リ使いまわし」 男性が訴訟へ」 

 . 2022年 2月 7 日・関口威人／Yahoo!ニュース「名古屋入管死亡事件・ウィシュマさ
んの支援者が河村市長に託した国への 4つの要望」 

（大村ネパール） 

 . 2022年 2月 20日・弁護士ドットコム「大腿骨壊死のネパール人、放置されて「寝た
きり」に…餓死事件後も「大村入管」改善みられず」 

 . 2022年 2月 8 日・志葉玲／Yahoo!ニュース「立民・石川氏憤り「人の心はあるの
か」大腿骨壊死を 2年半放置で寝たきり、排便はベッドの穴へ―入管の非道」 

 . 2022年 2月 7 日・テレビ長崎／FNNプライムオンライン「適切治療受けられず寝た
きりに」入国管理センター収容のネパール人男性が訴えも国側「適切に対応」 

（ドキュメンタリー映画「牛久」） 

 . 2022年 2月 26日・現代ビジネス／Yahoo!ニュース「1人を 7 人で押さえ込む…「隠
し撮り」で暴かれた日本の「入管の闇」」 

 . 2022年 2月 26日・市川はるひ／文春オンライン「「空気入らない！ やめて…首痛
い、首痛い！」入国管理センター“牛久”に収容された外国人 9 人の絶望をカメラが
記録するまで」 

 . 2022年 2月 23日・Huffpost／國崎万智「「ゴキブリ同然」入管の隠し撮り映画が問
う、日本の“偽りの共生”」 

 . 2022年 2月 17日・朝日新聞／西本秀「カメラがとらえた肉声 入管施設めぐる記録
映画「牛久」、26日から」（会員記事） 
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 . 2022年 2月 7 日・Pen Online／Yahoo!ニュース「映画『牛久』は、入管収容所の過
酷な実態を映し出す衝撃のドキュメンタリー」 

（有識者会議報告） 

 . 2022年 2月 28日・NHK「「入管施設の医療体制強化を」有識者会議が報告書」 

 . 2022年 2月 28日・毎日新聞／山本将克「「入管での常勤医師の待遇改善を」 ウィ
シュマさん死亡で有識者会議」 

 . 2022年 2月 28日・TBS「名古屋入管ウィシュマさん死亡問題 有識者会議が医療体
制強化の提言まとめる」 

 . 2022年 2月 9 日・NHK「名古屋入管収容の女性死亡受け医療体制強化の報告書案ま
とめ」 

 

【社説・意見等】 

 . 2022年 2月 13日・東京新聞／豊田直也「入管の外国人長期収容問題 豊田直也（社
会部）」（会員記事） 

 . 2022年 2月 7 日・共同通信／弁護士 渡邉彰悟「OPINION: Don’t abandon Myanmar 

refugees, Japan must be proactive」 

 . 2022年 2月 4 日・論座／弁護士 児玉晃一「入管収容をどう変えるか～「司法審査導
入」だけでは足りない。弁護人の保障を」（会員記事） 

 

【政府・国会等】 

法相会見：技能実習生に対する人権侵害行為への対応に関する質疑について；入管収容施設に
おける医療体制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 2月 18日） 

 . 「出入国在留管理官署の収容施設における医療体制の強化に関する有識者会議」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 2月 15 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 2 月 8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 2月 1日） 

国会決議：新疆ウイグル等における深刻な人権状況に対する決議 衆議院本会議（2022年 2

月 1日） 

入管庁：出入国在留管理官署の収容施設における医療体制の強化に関する有識者会議 報告書
「入管収容施設における医療体制の強化に関する提言」／報告書（概要） 入管庁
（2022年 2月 28日） 

 . 本国情勢を踏まえたウクライナの方への対応 入管庁（2022年 2月 24日） 

警視庁：「不法就労者を雇用した事業主は不法就労助長の処罰対象になります」 警視庁
（2022年 2月 21日） 

 

【その他】 

 . 2022年 2月 28日・東京新聞／竹谷直子「日本人夫から DV被害経験…外国人女性の
心の傷に寄り添い、力に 川崎市の市民団体＜女性たちのカラカサン・上＞」 

 . 2022年 2月 28日・読売新聞「難民支援で地球市民賞」 

 . 2022年 2月 4 日・しんぶん赤旗「入管庁などに聞き取り 再審請求中 ナイジェリア
人男性 山添議員ら「在留許可を」」 

 . 2022年 2月 2 日・毎日新聞／吉富裕倫「難民らの「よりどころ」 名古屋の支援
NPO DANに「地球市民賞」 ／愛知」（会員記事） 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/eb2a671bc298a28b8fffda0a53bf8e27e5ea7a17
https://news.yahoo.co.jp/articles/eb2a671bc298a28b8fffda0a53bf8e27e5ea7a17
https://news.yahoo.co.jp/articles/eb2a671bc298a28b8fffda0a53bf8e27e5ea7a17
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220228/k10013505931000.html?utm_int=news-new_contents_latest_005
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220228/k10013505931000.html?utm_int=news-new_contents_latest_005
https://mainichi.jp/articles/20220228/k00/00m/040/232000c
https://mainichi.jp/articles/20220228/k00/00m/040/232000c
https://mainichi.jp/articles/20220228/k00/00m/040/232000c
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye6005149.html
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye6005149.html
https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye6005149.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220209/k10013474621000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220209/k10013474621000.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220209/k10013474621000.html
https://www.chunichi.co.jp/article/417490
https://www.chunichi.co.jp/article/417490
https://www.chunichi.co.jp/article/417490
https://english.kyodonews.net/news/2022/02/f3cbde11caa4-opinion-dont-abandon-myanmar-refugees-japan-must-be-proactive.html
https://english.kyodonews.net/news/2022/02/f3cbde11caa4-opinion-dont-abandon-myanmar-refugees-japan-must-be-proactive.html
https://english.kyodonews.net/news/2022/02/f3cbde11caa4-opinion-dont-abandon-myanmar-refugees-japan-must-be-proactive.html
https://webronza.asahi.com/national/articles/2022020400001.html
https://webronza.asahi.com/national/articles/2022020400001.html
https://webronza.asahi.com/national/articles/2022020400001.html
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00282.html
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00282.html
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00281.html
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00281.html
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00278.html
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00278.html
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00276.html
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/topics/ketugi220201.html
https://www.moj.go.jp/isa/content/001367145.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001367145.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/content/001367144.pdf
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/10_00088.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/live_in_tokyo/tekiseikoyo.html
https://www.tokyo-np.co.jp/article/162714
https://www.tokyo-np.co.jp/article/162714
https://www.tokyo-np.co.jp/article/162714
https://www.yomiuri.co.jp/local/aichi/news/20220227-OYTNT50155/
https://www.yomiuri.co.jp/local/aichi/news/20220227-OYTNT50155/
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-02-04/2022020402_01_0.html
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-02-04/2022020402_01_0.html
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik21/2022-02-04/2022020402_01_0.html
https://mainichi.jp/articles/20220202/ddl/k23/040/154000c
https://mainichi.jp/articles/20220202/ddl/k23/040/154000c
https://mainichi.jp/articles/20220202/ddl/k23/040/154000c
https://mainichi.jp/articles/20220202/ddl/k23/040/154000c


 3  

 

2. 受入国関連のニュース ··························································································  

【アジア・太平洋】 

 . 2022年 2月 9 日・東亜日報「「海老反り拷問」難民申請者、保護措置が一時解除さ
れて解放」 

 

【中南米・カリブ海】 

 . 2022年 2月 7 日・CNN「キューバからの難民１０人を救助 米フロリダ沖」 

 

【欧州・ロシア・中央アジア・コーカサス】 

 . 2022年 2月 28日・村山祐介／Foresight「リビア沖から地中海を渡る難民・移民の
「死のルート」密航最前線（上）」 

 . 2022年 2月 28日・日本経済新聞「EU、ウクライナ難民保護へ緊急措置の発動検討 

戦闘激化で 700 万人超える恐れも」（会員記事） 

 . 2022年 2月 27日・日本経済新聞「ウクライナ難民、36万人に 国境に向けなお長
蛇の列」 

 . 2022年 2月 3 日・CNN「国境地帯で移民１２人が凍死、トルコとギリシャが非難の
応酬」 

 

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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