


入管法ってどこから来たの？
外国人住民基本法の制定をめざして

日本の外国人政策は、なぜこんなに在日外国人に冷淡なのでしょうか。聖書が大切にしな
さいと命じる「寄留の民の尊重」の論理との間に、大きな隔たりを感じます。昨年取り下げら
れた入管法の再上程が準備されているこのタイミングで、いちどゆっくり、入管法の歴史をひ
もといてみませんか。きっとわたしたちの国のカタチを理解するヒントが隠されています。
そこから、だれもが住みやすい社会を生み出していくための道筋も、見えてくることでしょう。
長年、この課題に取り組んでこられた佐藤信行さんがお話し下さいます。

７月25日(月)19:30～21:00 ZOOMによるオンライン学習会

講師：佐藤信行さん(在日大韓基督教会 在日韓国人問題研究所)

以下から ZOOMに入室下さい。ミーティングID:954 7010 8632 パスコード:053100

リンク https://zoom.us/j/95470108632?pwd=K29DVXVHL3QrcXVHTENSTDljc1BDdz09
主催：日本福音ルーテル教会社会委員会(問合せ：hakodate@jelc.or.jpコイズミ迄)
共催：外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会



渡邊さゆりさん

「外国人住民基本法」の制定を求める全国キャンペーン2022年
"北海道外キ連 "ワンデイ･キャラバン in札幌

ミャンマー軍事クーデターと
在日ミャンマー人の今

10/7 (金 )18:30-20:30
＠聖公会札幌キリスト教会
(札幌市北大南門隣接☎011-747-7339大町)
主催：外国人住民基本法の制定を求める北海道キリスト教連絡協議会
共催：外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会
外キ連加盟教派：在日大韓基督教会札幌教会 日本基督教団北海教区 カトリック札幌教区正義
と平和協議会 日本キリスト教会北海道中会 日本バプテスト連盟北海道バプテスト地方連合
日本聖公会北海道教区 日本ルーテル教団北海道地区 日本福音ルーテル教会北海道特別教区
オンライン参加を希望される方は右上のQRコードか以下のリンクからお申し込み下さい

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIDLH5tGVhhuyH9VWTeXYjKfpU08WLSQUwYuH2kNXC_xx7WQ/viewform

ミャンマーの軍事クーデターから1年半。世界の関心が移ろ
う中、民主化を求める人たちの闘いは続いています。時の
流れがいかに残酷であったとしても、孤立をやぶり、連帯
をうみだす民主化への祈りは留められません。日本で暮ら
す技能実習生もまた苦境の中にあります。北海道でも700人
を超えるミャンマー人実習生が、母国の政治状況に心を痛
めながら生計を営んでいます。いま、わたしたちに求めら
れていることは何か。"アトゥトゥミャンマー支援"の共同代
表として最前線で支援を続けてこられた、マイノリティ宣
教センター共同主事の渡邊さゆりさんにお話しを伺います。



2022年度 "北海道外キ連"ワンデイ･キャラバンin札幌
へのおさそい

わたしたち"北海道外キ連"は、民族や国籍にかかわらず誰もが住みやすい社会を実
現するために、毎年夏に道内外で行うキャラバンを中心に、各地の市民やキリス
ト教会とともに、取り組みをすすめてきました。未だコロナの影響の収まらない
中ではありますが、今年は３年ぶりに「ワンデイキャラバン」として以下のよう
に集会を開催いたします。集会にご参加下さる方、また一緒に取り組みをすすめ
て下さる方をお待ちしています。

日時：10月7日(金) 15:30～20:30
会場：日本聖公会札幌キリスト教会 (北大南門隣接)

15:00～ 15:30 受付

15:30～ 17:00 聖書研究：笹森田鶴さん

17:00～ 休憩・自由時間

18:30～ 開会の祈り

日韓青年フォーラム参加報告・在日ミャンマー人の声

19:10～ 20:20 講演：渡邊さゆりさん (裏面参照 )

20:30 閉会

＊そのまま会場で21時からはじまるミャンマーを覚えるオンライン

祈祷会にご参加いただけます。21時40分頃まで。

渡邊さゆり（わたなべさゆり）：関西学院大学神学部神学研究科博士課程後期課程単位取得
退学。旧約聖書学専攻。現在、マイノリティ宣教センター共同主事、日本バプテスト同
盟駒込平和教会牧師。アジアの文脈から、批判的フェミニスト視座から聖書テクストの
読み直し、女たちのエンパワーメントに参与したいと願っています。「普天間ゲート前
でゴスペルを歌う会に連帯する戸塚平和ゴスペル行動」代表。アトゥトゥミャンマー支
援共同代表。

笹森田鶴（ささもりたづ）：日本聖公会東京教区司祭を経て2022年4月から北海道教区主教。

主 催：北海道外キ連＝外国人住民基本法の制定を求める北海道キリスト教連絡協議会

連絡先：札幌キリスト教会☎011-747-7339大町



対面集会 

「『外国人住民基本法』 

の制定を求める 

全国リレ-集会2022」   
 

     題  ：「移住労働者の現状と展望」 

講師  ： 鳥井一平さん 
(と り い い っ ぺ い。 特定非営利活動法人移住者と連帯 する 全国ネ ットワ

－ク (移住連 )代表理事。 NHK「プロフェッショナル仕事の流儀」で

話題 ! アメリカ国務省から「人身売買と闘うヒ－ロ -」として表彰

された外国人労働者問題のスペシャリスト。）  

 

いま日本に暮らす外国籍住民は300万人以上、外国にル－ツをもつ日本国籍者は推計で170万

人。わたくしたちはすてに「移民社会」を生きています。 

外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)は、1980年代以降の外

国人登録法改正運動を背景に、外国人を管理・抑圧する「外国人登録法」や「出入国管理及

び難民認定法」の抜本的改正と、日本人も外国人もすべての人たちが日本国籍や在留資格の

有無にかかわりなく住みやすい社会となるために必要な「外国人住民基本法」の制定を求め

ています。 

日 時 ：2022年10月23日(日 )15時～ 17時  

場 所  ：西南 KCC(在日大韓基督教会小倉教会）駐車20台可 

      北九州市小倉北区大田町 14-31  
電話･Fax093-521-7271   

問い合わせ先：川本 (090-4349-1953)朱 (090-2516-5169) 

  

基調報告 /川本良明さん (日本基督教団隠退牧師 ) 

在日証言 /李  圭哲さん (在日 2世。在日大韓・折尾教会所属 ) 

 

主  催  ：九州・山口外キ連  
 (外 国 人 住 民 と の 共 生 を 実 現 す る 九 州 ・ 山 口 キ リ ス ト 者 連 絡 協 議 会 ) 



⽇時：10⽉29⽇(⼟)14:00∼15:30
場所：⽇本キリスト教会横桐畑教会      
およびオンライン
お話：神奈川外キ連事務局

外国⼈住⺠基本法の
制定に向けて

∼神奈川外キ連の活動∼

 
「外国⼈住⺠基本法」の制定を求める

全国リレー集会2022

主催：外国⼈住⺠基本法の制定を求める神奈川キリスト者連絡会������   
（神奈川外キ連）
共催：外国⼈住⺠基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会

神奈川外キ連が普段どういった活動をしているか？外部の皆さん
には意外と知られていないのではないでしょうか？
そこで今回は神奈川外キ連がこれまで辿って来た歩み、そして今
後のビジョンを全国の皆さんにお伝えしていきたいと思います

申し込みフォームはこちら

(QRコードも
使えます➡)

https://onl.bz/u6hn5QC



 

「外国人住民基本法」の制定を求める 

全国リレー集会 2022 

広島外キ連学習会 

2022 年10 月30 日（日）15 時～17 時  

会 場：在日大韓基督教会広島教会 
 

お話 岩下康子さん（広島文教大学准教授） 

『超高齢化社会日本と 

外国人の包摂』 
≪講師プロフィール≫ 

広島文教大学人間科学部准教授。スクラムユニオン・ひろし

ま執行委員。2021 年『広島発技能実習生事件簿－スクラムユ

ニオン・ひろしまの闘い』出版。青年海外協力隊員としてマ

ーシャル諸島で活動。帰国後、渡米しアラバマ大学大学院を

修了。MBA 取得。専門は多文化共生、外国人労働者問題など。 

 

◆動画配信を行います。 

オンライン参加ご希望の方は、10 月 26 日までに、ＱＲ

コードから、または下記メールにお申し込みください。 

10 月 28 日までに URL が届かない場合は、ご連絡くださ

い。hiroshimatoubu@gmail.com 

 
※アルコール消毒、マスク着用等感染予防対策にご協力ください。 

   

主催：外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会 

外国人住民との共生を実現する広島キリスト者連絡協議会 

協力：カトリック正義と平和広島協議会 

在日大韓基督教会西部地方会社会部 

日本基督教団西中国教区広島西分区 

広島ＹＷＣＡ 

 

◆問い合わせ：日本基督教団広島東部教会 

082-261-2005（月下） 

◆会 場：在日大韓基督教会広島教会 
広電「観音町」電停 北へ徒歩５分 

広島県広島市西区上天満町 9－3 

会場問い合わせ 082-234-0777  
 



 

【主催】外国人との共生をめざす関西キリスト教連絡協議会（関西外キ連） 

日本キリスト教協議会都市農村宣教委員会（NCC-URM） 

【共催】外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会（外キ協） 

 

対面集会 

『外国人住民基本法』の 

制定を求める

全国リレ- 

集会 2022 
テーマ 

「

」 
 

講師：李 月順さん 
（民族教育ネットワーク共同代表） 

 私たち外国人との共生をめざす関西キリスト教連絡協議会（関西外キ連）と日本キリスト教協議会都

市農村宣教委員会（NCC-URM）は「外国人が暮らしやすい社会は日本人にも暮らしやすい」という考え

のもとで、「外国人住民基本法」の制定を求めて、外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡

協議会（外キ協）と連携して、全国集会や署名活動をしています。 
  

2022.11.15（火）午後 6時～8時 

会場：ＫＣＣ会館 5階ホール（大阪市生野区中川西 2-6-10） 

問い合わせ：kcc70@gold.ocn.ne.jp /℡06-6731-6801 
 
  

mailto:kcc70@gold.ocn.ne.jp


NGOから⾒たNGOから⾒たNGOから⾒た国際⼈権法と⽇本国際⼈権法と⽇本国際⼈権法と⽇本

「外国⼈住⺠基本法」の制定を求める「外国⼈住⺠基本法」の制定を求める「外国⼈住⺠基本法」の制定を求める
全国リレー集会2022全国リレー集会2022全国リレー集会2022

【主催】⽇本キリスト教協議会�在⽇外国⼈の⼈権委員会
【共催】外国⼈住⺠基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)

�https://gaikikyo.jp/�

【講師】藤本伸樹さん【講師】藤本伸樹さん【講師】藤本伸樹さん
［講師紹介］⼀般財団法⼈アジア・太平洋⼈権情報センター（ヒューライ�
ツ⼤阪）研究員。⺠間企業勤務を経て、フリーライターに。1982年から�
83年にかけてバックパッカーとして中東・南アジアを回遊。1987年、カ�
ラバオの会（寿・外国⼈出稼ぎ労働者と連帯する会）の設⽴に参加。1988�
年∼94年、フィリピンに滞在し、⽇本への移住労働者問題などを取材。�
1996年∼2001年、部落解放・⼈権研究所の国際担当スタッフ。2001年4�
⽉から現職。2004年から近畿⼤学⾮常勤講師を兼務。NPO法⼈移住者と�
連帯する全国ネットワーク（移住連）の国際⼈権担当運営委員。国際⼈権�
基準の普及に取り組んでいる。

■申し込み：下記リンクまたはQRコードからお申し込みください
      https://forms.gle/xA8C8u74yUH8sXxs5
■参加費：無料
■オンライン開催

 最近よく⽿にするSDGs。2015年に国連サミットで採択され、�
2030年までに達成するために掲げた「持続可能な開発⽬標」です。�
この中に「⼈や国の不平等をなくそう」、「平和と公正をすべての�
⼈に」という項⽬があります。⽇本も難⺠⽀援に対して五億ドルの�
予算をつけています。
 ところが実際はどうでしょうか。2021年度の難⺠認定率はわずか�
0.4%。⼈種差別撤廃条約には1995年に加⼊しましたが、国内には�
未だに条約を実⾏させるための法律「⼈種差別撤廃基本法」も「外�
国⼈住⺠基本法」もありません。世界中で国際化が進む中、とりわ�
け⼈権という視点からも取り組むべき課題が⼭積みです。
 今回は、⽇本における移⺠の課題にひきつけながら、アジアの�
NGOが国連⼈権システムを活⽤する取り組みについて、藤本伸樹さ�
んからお話をききます。
 わたしたちの⾜もとの問題として、ご⼀緒に考えてみませんか?

2022年11⽉18⽇（⾦）19:00-20:30

★お問い合わせは、hrfcnccj@gmail.com（NCC外国⼈の⼈権委員会）
または、https://ncc-j.org/�（⽇本キリスト教協議会）まで

オン
ライ
ン開
催



 
 

 

 

 

 

 
 
 

「外国人住民基本法」の制定を求める 

全国リレー集会2022 

11/22 (火)19:00～20:30 

開かれる教会 
～外国にルーツを持つ人々とともに～ 

 
講師 劉 雯竹さん 

(西南学院宗教主事，バプテスト東福岡教会協力牧師) 

  

 

 

 

開催方法：オンライン（Zoom・要事前申込） 

参加費：無料 ※集会の中でカンパのご案内をいたします。 

参加申込：下記QRコード又はURLから 
         https://forms.gle/1G6KTWPZa4vMdw8z6 
◆11/20までにお申込みください。 

◆当日朝までにURLと講座資料を 

メールにて送ります。 

主催 : 日本バプテスト連盟日韓・在日連帯特別委員会(問い合わせ先:nikkanzainichi@gmail.com) 

共催 : 外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会（外キ協） 

みなさんは「外国人住民基本法案」をご存じですか？わたしたち“日韓・在日

連帯特別委員会”は外キ協の一員として、民族や国籍にかかわらず誰もが住みや

すい社会を実現するために、この法案の制定を求めています。 

では、私たちの教会はどうでしょう？共に生きる教会とは、開かれる教会とは

何か。この機会にぜひ一緒に考えてみませんか。初めての方も大歓迎です。 

全国リレー集会2022は、この集会以外に8回の集会が予定されています。他の集会にも参加を希望す

る場合は、外キ協ホームページよりお申込みいただけます。https://gaikikyo.jp/ 



 

【主催】在日大韓基督教会（KCCJ）社会委員会  

【共催】外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会（外キ協） 

 

オンライン集会 

『外国人住民

基本法』 の

制定を求める

全国リレ- 

集会 2022 
テーマ 

「 」 

 

講師：白 承豪さん 
（弁護士／在日大韓基督教会神戸教会長老） 

  

2022.11.27（日） 

午後 6 時～8 時 

参加ご希望の方は 11 月 20 日までに、ＱＲコードから、 

または申込フォームリンクを通してお申し込みください。 

11 月 26 日までに URL が届かない場合は、 

ご連絡ください。 

kcc70@gold.ocn.ne.jp /℡06-6731-6801 
  

https://forms.gle/cRESDUUsEYgM9yb76 

申込フォームリンク 

mailto:kcc70@gold.ocn.ne.jp
https://forms.gle/cRESDUUsEYgM9yb76

