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日本ウイグル協会について
ウイグル人は世界各国に暮らしております。そして、それぞ

国際的な団体として欧米各国政府をはじめとした国際社会から

れの国で民間団体を結成し、ウイグルの現状とその解決に向け

広く認知されているのが、ドイツに本部を置く「世界ウイグル

た国際社会の行動を訴える活動を行っています。当然ながら一

会議」です。世界ウイグル会議は、１８か国から特に活動実績

つの国で団体が一つといった縛りは無く、国によっては複数の

のある３４の団体を参加に置いており、日本からは「日本ウイ

ウイグル人団体が活動しているところもあります。

グル協会」のみを参加団体として認められています。

そんな中、世界中で活動するウイグル人団体の大多数を傘下
に置き指導機関としての役割を果たしている、ウイグル人 ( 東
トルキスタン内外のウイグルの人々）の集団的利害を代表する

日本ウイグル協会には、活動する意思のある在日ウイグル人
の大多数が加わっています。

日本ウイグル協会活動一覧
※2020/01/01～2020/12/31

No. 日付

主要活動概要

備考（国内メディア報道状況）

1

2020/01/11、東京・千代田区にて、ウイグル・チベット・モンゴル の座談会（雑誌正論企画）に参加。

2020/02/01発売の「正論」3月号に掲載

2020年1月

2

2020/01/24、議員会館にて、国会議員挨拶回りを実施。
※40名以上の国会議員事務所を訪れ、新年挨拶とウイグル問題に関する陳情を提出。

3

2020/01/21、「追悼 関岡英之先生」と題する声明を発表。

4

2020/01/26、東京・豊島区にて、画期的な歴史書「ウイグル人」の翻訳者への謝恩会を主催。

5

2020年2月

2020/02/02、東京・渋谷駅前にて、グルジャ事件追悼・習近平国賓招聘反対街頭 アピールを主催。
2020/02/05、東京・文京区にて、日本ウイグル協会学習会 「グルジャ事件から23年、ウイグル人強制収
容の今」を主催。
2020/02/05、「コロナウイルスの感染からウイグル人を護るために、中国政府は直ちにすべての強制収容所に
囚われている無実の人々をを解放せよ」と題する声明を発表。
2020/02/06、東京・衆議院会館にて、習近平国賓招聘反対国民総決起集会 に参加。
週刊正論が報道
※日本ウイグル協会メンバーがスピーチ。

6
7
8
9

2020/02/06、東京・港区にて、北海道新聞の取材を受ける。

10

2020/02/08、神奈川県・逗子市にて、ウイグルの現状に関する講演会を共催。
神奈川新聞が報道
※日本ウイグル協会メンバーが講演。
2020/02/14、東京・参議院会館にて、参議院議員柳 ヶ瀬 裕文先生（日本維新の会）と面会し、参議
院予算質疑でのウイグル問題提起についての礼状を手渡し。

11

2020/06/05の北海道新聞に掲載

12

2020/02/14、東京・千代田区にて、時事通信の取材を受ける。

2020/02/26の時事通信社・Janetに掲載

13

2020/02/19、日本文化チャンネル桜にて、「ウイグルの声#33、#34」に出演。

日本文化チャンネル桜が報道

14

2020/02/21、「国際母語の日を記念し、中国政府によるウイグル語抹殺に抗議する日本ウイグル協会声明
文」と題する声明を発表。
2020/02/28、日本記者クラブにて、習近平国賓招聘反対運動 に関する記者会見に参加。
※日本ウイグル協会メンバーが記者会見。
2020/02/29、東京・文京区にて、習近平国賓招へい反対の緊急集会に参加。
※日本ウイグル協会メンバーがスピーチ。
2019/03/08、東京・銀座にて、習近平国賓招聘反対国民総決起大会及 びデモ（主催：習近平国賓招
聘反対国民運動の会）に参加。

15
16
17

2020年3月

18

2020/03/17、日本文化チャンネル桜にて、「ウイグルの声#35」に出演。

19

2010/3/18、衆議院第二議員会館 にて、ウイグルの現状を地方議員らに訴える講演会を主催。

20

2020/04/09、日本文化チャンネル桜にて、「ウイグルの声#36」に出演。

日本文化チャンネル桜が報道

21

2019/4/15、神奈川県・逗子市役所を訪問し、マスク・消毒液などを寄贈。

神奈川新聞、虎ノ門ニュース、逗子市役所公
式サイトなどが報道

22

2019/4/16、神奈川県・相模原市役所を訪問し、マスク・消毒液などを寄贈。

神奈川新聞、虎ノ門ニュースなどが報道

23

2020/4/30、ウイグル人の強制労働問題で公開質問状を11社に郵送。
※5/25に、協会ホームページで回答状況を公表。
2020/5/3、憲法記念日関連生配信 イベントに出演。
※日本ウイグル協会メンバーがウイグル問題についてスピーチ。

虎ノ門ニュースなど複数メデイアが報道

24

2020年4月

日本文化チャンネル桜が報道

2020年5月

2020/5/6、とある大学院生からのオンラインインタビュー を受ける。
26

2020/5/18、世界ウイグル会議主催の国際ウェブナー「変化する国際情勢と東トルキスタン」に出演し、日本
におけるウイグル問題の現状を発信。

27

2020/05/20、日本文化チャンネル桜にて、「ウイグルの声#37」に出演。

日本文化チャンネル桜が報道

28

2020/5/21、虎ノ門ニュースにて、約1時間の生放送に出演。

虎ノ門ニュースが報道

29

2020/05/28、「ウイグル人権法案が米議会を通過、トランプ米大統領の署名による法案成立を求める」と題
する声明を発表。
2020/6/4、東京・有楽町駅前にて、天安門事件31周年抗議集会・街頭アピールに参加。
※日本ウイグル協会メンバーがスピーチ。
2020/6/9、議員会館にて、「香港問題から国際的連帯を考える」集会に参加。
※日本ウイグル協会メンバーがウイグル問題について短く発信。

30

2020年6月

32

2020/06/12、日本文化チャンネル桜にて、「ウイグルの声#38」に出演。

33

2020/06/18、「ウイグル人権法の成立を歓迎し、アメリカ政府と議員の方々に感謝する」と題する声明を発
表。
2020/06/18、「ウイグル人権法」の成立を受け、国会議員へウイグル問題についての陳情を提出。（※日 NHK、統一日報などが報道
本ウイグル国会議員連盟会長代理長尾 たかし先生に手渡し）

34

日本文化チャンネル桜が報道

35

2020/6/24、NHK BS1国際報道2020に出演。

NHKが報道

36

2020/06/26、日本文化チャンネル桜にて、「ウイグルの声#39」に出演。

日本文化チャンネル桜が報道

37

2020年7月

2020/07/01、月刊誌「正論」に、在日ウイグル人を取り巻く状況に関する記事を寄稿。

「正論」2020 年8月号（2020年7月1日発
売）に掲載

38

2020/07/03、「香港版国家安全法 に関する日本ウイグル協会の声明」と題する声明を発表。

39

2020/07/04、東京ジャーミーにて、ウルムチ事件追悼集会を主催。

40

2020/07/05、「ウルムチ事件11周年に際しての日本ウイグル協会からの声明」と題する声明を発表。

41

2020/07/06、テレビ朝日のニュース番組『ワイド!スクランブル』に出演。

42

2020/07/06、「中国のウイグル人女性への不妊手術強制 に対して日本ウイグル協会からの声明」と題する
声明を発表。

43

2020/07/07、徳島大学で、ウルムチ事件記念の講演会を開催。

44

2020/07/08、東京・文京区にて、フジテレビ『とくダネ！』中国での臓器移植報道 への抗議集会（SMGネッ
トワーク主催）へ参加。 ※日本ウイグル協会メンバーがスピーチ。

45

2020/07/9、在日ウイグル人を取り巻く状況に関するチャンネル正論の番組に出演。

チャンネル正論が報道

46

2020/07/12、東京・代々木公園にて、「生きる権利を奪還せよ！ ウイグル×香港 連帯デモ」を主催。

統一日報、NHKなどが報道

47

2020/7/13、日本文化チャンネル桜にて、「ウイグルの声#40」に出演。

日本文化チャンネル桜が報道

48

2020/07/16、新会長挨拶のため、衆議院議員長尾たかし先生の事務所を訪問。

49

2020/7/25、埼玉県さいたま市にて、民間団体の集会に参加。
※日本ウイグル協会メンバーがスピーチ。

50

2020/7/25、徳島市内で、ウイグル問題に関する研修会を開催。

51

2020/7/28、東京・市ヶ谷にて、アゴラの取材を受ける。

アゴラ 2020/7/31に掲載

2020/8/1、AbemaTVに出演。（ウイグル問題に特化した2時間の生放送）

AbemaTVが報道

53

2020/8/5、統一日報の取材を受ける。（香港・ウイグル座談会）

統一日報 2020/8/15に掲載

54

2020/8/12、夕刊フジの取材を受ける。

夕刊フジ 2020/8/21に掲載

55

2020/8/12、 日本文化チャンネル桜にて、「ウイグルの声#41」に出演。

日本文化チャンネル桜が報道

56

2020/8/15、靖国神社前で、チラシ配布活動を実施。

57

2020/8/19、虎ノ門ニュースに出演。

58

2020/8/20、とある高校の生徒からのオンラインインタビュー を受ける。

59

2020/8/22、浦和駅前にて、チラシ配布活動を実施。

60

2020/8/23、島根県松江市で開催された講演会で講演。

61

2020/8/25、都内で、とある民間シンクタンクの聞き取り調査インタビューを受ける。（１回目）

62

2020/8/28、厚生労働省記者 クラブにて、国際人権NGO HRNと記者会見。
※ウイグル人の強制労働と日本企業の関与についての記者会見

63

2020/8/29、「安倍総理へウイグル人からの感謝の言葉」と題する声明発表

64

2020/8/29、アムネスティのスタッフを講師に招き、難民申請手続 きに関するセミナー（在日ウイグル人向
け）に実施。

65

2020/8/30、在日チベット・ウイグル・ 南モンゴル・香港 民族代表によるウェザーに出演。（1回目）

52

66

2020年8月

2020年9月

2020/9/1、都内で、日本会議のインタビューを受ける。

67

2020/9/1、議員会館にて、日本ウイグル国会議員連盟役員 らと面会。

68

2020/9/1、「中国のモンゴル語禁止政策に対して日本ウイグル協会からの声明」と題する声明発表。

69

2020/9/2、国際人権NGO HRNとウェブナを開催。（国連関係者を含む約100名が参加）
※ウイグル人の強制労働と日本企業の関与についての国際ウェザー

70

2020/9/13、「ディズニー映画「ムーラン」に対して日本ウイグル協会からの声明」と題する声明発表。

71

2020/9/14、都内で、とある民間シンクタンクの聞き取り調査インタビューを受ける。（２回目）

72

2020/9/17、都内で、スウェーデンメデイア の取材を受ける。

73

2020/9/26、浦和駅前にて、民間団体の街頭アピール・チラシ配布活動に参加。
※日本ウイグル協会メンバーがスピーチ。

74

2020/9/27、在日チベット・ウイグル・ 南モンゴル・香港 民族代表によるウェザーに出演。（2回目）

75

2020/9/30、議員会館にて、Resist China日本の集会に先立ち、各民族代表が国会議員らと面会するイ
ベントに参加。

テレビ朝日が報道

虎ノ門ニュースが報道

NHK、JapanTimes 、日経新聞、繊維ニュー
スなど複数メデイアが報道
Viewpoint、日本の息吹など複数メデイアが報
道

「日本の息吹」令和2年12月号から複数回に
分けて連載中

Viewpoint、movie collection など複数メデ
イアが報道

76
77

2020年10月 2020/10/1、議員会館にて、Resist China日本の集会に参加。
※日本ウイグル協会メンバーがスピーチ。
2020/10/1 、 議 員 会 館 に て 、 Resist China 日 本 の 集 会 後 に 、 対 中 政 策 に 関 す る 国 会 議 員 連 盟
（JPAC）総会に参加。

78

2020/10/1、中国大使館前で抗議デモを開催。（チベット、モンゴル、香港などの団体と共に）
2020/10/1、ウイグル人の強制労働問題と日本企業の関与について、HRNに動画メッセージを提供。

HRNがウイグル 人の強制労働問題 に関するキ
ャンペーン動画を配信

80

2020/10/3、東京・新宿にて、「STOP GENOCIDE! 中国は民族浄化 をやめろ！デモ行進」を開催。 産経新聞、共同通信などが報道
（※チベット、モンゴル、香港などの団体と共に）

81

2020/10/3、ウイグル問題について、高校生向けオンラインセミナーを開催。

82

2020/10/7、安倍晋三前首相 の事務所を訪問し、感謝状を贈りました。

83

2020/10/10、大阪府八尾市で、ウイグル証言集会を開催。

84

2020/10/12、都内で、とある民間シンクタンクの聞き取り調査インタビューを受ける。（３回目）

85

2020/10/25、東京・品川区にて、アジア自由民主連帯評議会主催 の講演会で講演。

86

2020/10/30、グローバル・オンライン・メディア Brut Japanの取材を受ける。

87

2020年11月 2020/11/1、都内で、産経新聞の取材を受ける。

88

2020/11/4、ウイグル人の極秘強制送還を受け、インドネシア大使館に抗議書を送付。

89

2020/11/08、在日チベット・ウイグル・南モンゴル・香港 民族代表によるウェザーに出演。（3回目）

90

2020/11/12、埼玉県三郷市で、東トルキスタン共和国独立記念日 を記念するイベントを開催。

91

2020/11/18、議員会館で、日本ウイグル国会議員連盟主催 のウイグル問題勉強会に参加。
※国会議員向け初の証言集会。日本ウイグル国会議員連盟が再始動。
2020/11/18、議員会館で、地方議員の勉強会に参加。
※ウイグルを応援する全国地方議員の会が発足。
2020/11/18、議員会館で、第10回 アジアの民主化を促進する東京集会に参加。
※日本ウイグル協会メンバーがスピーチ。

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Brut Japanが報道
産経新聞（2020/11/16）が報道

産経新聞、日経新聞、虎ノ門ニュースなどが報
道
産経新聞が報道

2020/11/19、都内で、とある民間シンクタンクの聞き取り調査インタビューを受ける。（4回目）
2020/11/24、国会前で、中国王毅外相訪日 にあわせて行われた抗議デモに参加（日本の保守団体主
催）
2020/11/25、国会前で、中国王毅外相訪日 にあわせて抗議デモを実施。
※チベット、モンゴル、香港など諸団体とともに
2020/11/27、滋賀県大津市で、ウイグルを応援する全国地方議員 の会のご支援の下、ウイグル証言会を
開催。
2020/11/28、広島県広島市で、ウイグルを応援する全国地方議員 の会のご支援の下、ウイグル証言会を
開催。
2020/11/29、福岡県大野城市 で、ウイグルを応援する全国地方議員の会のご支援の下、ウイグル証言会
を開催。
2020年12月 2020/12/04、「香港の民主活動家が実刑判決を受けたことに対する日本ウイグル協会からの連帯の声明」
と題する声明発表
2020/12/05、東京・浅草にて、「世界人権デー 連帯ピースマーチ」と題するデモ行進を実施。
※チベット、モンゴル、香港など諸団体とともに

102

2020/12/05、在日チベット・ウイグル・南モンゴル・香港 民族代表によるウェザーに出演。（4回目）

103

2020/12/05、ネットメディア ドキュ・メメント2020に出演。

104

2020/12/11、とある大学生からのオンラインインタビュー を受ける。

105

2020/12/11～13、神奈川県・逗子市で、ウイグル問題に関するパネル展を開催。

106

2020/12/19、東京・文京区にて、漫画家清水ともみさんを講師に招き、講演会を開催。

107

2020/12/23、神奈川県・逗子市役所にて、市長に漫画「私の身に起きたこと ～とあるウイグル人女性の証
言～」を12本寄贈。 ※学校や図書館への寄贈

108

2020/12/24、都内で、とある民間シンクタンクの聞き取り調査インタビューを受ける。（5回目）

109

産経新聞が報道

その他

産経新聞が報道
産経新聞が報道
産経新聞が報道

Viewpointなどが報道

ドキュ・メメント2020が報道

神奈川新聞が報道

日本人支援者の今橋留美様が発起した「日本でのウイグル人権法を求める署名運動」について、複数回のイ
ベントの場を通じて署名集めを行いました。

110

日本在住ウイグル人の人権状況について、ほかのNGOと協力し、国連に報告書を提出。

111

国際人権NGOが国連に提出する、中国政府の人権侵害について国際調査求める書簡に署名しました。

112

国連で中国のウイグル政策を非難する共同声明に署名した国々の大使館へ感謝状を贈りました。

113

ウイグル人に対するジェノサイド疑惑に関する民衆法廷「ウイグル裁判所」のための募金活動を実施。

114

テレビ、新聞、雑誌、ネットメディアなど多数のメデイアの取材を受け、ウイグル問題を発信。
※日本語メデイアのほか、英字メデイア、台湾メデイア、インドメデイアなど。

取材内容を多数のメデイアが報道

国会議員向け初の証言集会
ウイグル人が置かれている人道危機について、アメリカだけ

１０月２１日、カナダ議会人権委員会が、国会として世界で初

ではなく、イギリス、フランス、ドイツ政府や EU 議会からも

めて、中国がウイグルで行っている行為を「ジェノサイド」に

国連調査団の受け入れ等を中国政府に求めています。アメリカ

指定するとの声明を発表しました。

では、２０２０年６月１７日に「ウイグル人権法」が成立し、

そんな中、日本ウイグル協会として、陳情提出など日本の政

ウイグル人弾圧に関与した個人や団体・政府機関への制裁が始

界に向けた働きかけを続けてきました。直近では、アメリカで

まっています。更に、２０２０年１０月２７日、米共和・民主

「ウイグル人権法」が成立した翌日に、衆議院議員長尾たかし

両党の上院議員らが、中国がウイグル人をはじめとするチュル

先生（当時、日本ウイグル国会議員連盟会長代理）の事務所を

ク語系地元住民に対するジェノサイド（大量虐殺）を行ってい

訪問し、以下の内容の陳情を提出しました。以下、当時提出し

ると宣言する決議案を米上院に提出した。また、２０２０年

た陳情より抜粋したものです。

ナチス政権やポル・ポト政権が犯した悪夢が日本のすぐ隣で進行中であることをご認識いただき、一般的な人権
侵害とは次元の異なる、この深刻かつ組織的な犯罪行為を黙認せず、対策をとって頂けますようお願い申し上げ
ます。
私たち日本ウイグル協会は、以下の三点を日本政府に陳情申し上げます。
1.

非難声明や非難決議など一歩踏み込んだ行動をとり、ウイグル人に対する民族浄化を黙認しないとの明確な
メッセージを発して頂き、また日本版「ウイグル人権法案」の議論を開始して頂けますようお願いします。

2.

実態を把握しながら対処できていない国連の姿勢が問われている今、国連の安全保障理事会や人権理事会に
おいて、ウイグル問題に関する特別会合又は緊急会合の開催要求を関係国に働きかけて頂けますようお願い
します。

3.

公聴会や専門家からの聞き取りなどを実施し、在日ウイグル人の保護策（滞在ビザ、帰化申請、難民申請な
どの柔軟な対応、スパイ行為の強要や脅迫電話などへの法的措置など）を講じて頂けますようお願いします。

そして、ウイグル人が自らの被害状況を国会議員の先生方に

現しました。ウイグル人からの証言のほか、ジャーナリストの

直接訴える場を設けて頂くことや、日本ウイグル国会議員連盟

有本香先生から、日本の果たしうる役割について問題提起をし

の活動再開も繰り返しお願いしてきました。結果として、日本

て頂きました。会合では、長尾たかし先生が事務局長に任命さ

ウイグル国会議員連盟が古屋圭司会長を先頭に再始動すること

れました。

になり、２０２０年１１月１８日、再始動を宣言する会合の場
で在日ウイグル人が国会議員向け初の証言集会を行うことが実

自民ウイグル議連が再始動

国会決議も視野 , 産経新聞 , 2020/11/18

https://www.sankei.com/politics/news/201118/plt2011180049-n1.html
ウイグルで国会決議を

自民議連、中国に改善要求 , 日本経済新聞 , 2020/11/19

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66399870Y0A111C2PP8000
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全国各地で証言集会、逗子市でパネル展

■全国各地で証言集会を開催
欧米諸国からジェノサイド（大量虐殺）に該当すると厳しく

昭先生が参加してくださいました。
今後は、２０２０年１１月に発足した「ウイグルを応援する
全国地方議員の会」（会長：逗子市議会議長

丸山治章先生）

非難されているウイグル問題の実態を広く知ってもらうため

のご支援の下、全国で証言集会を積極的に開催していく予定で

に、2020 年 10 月 10 日に大阪府八尾市で、11 月 27 日に滋賀県

す。

大津市で、11 月 28 日に広島県広島市で、11 月 29 日に福岡県

■逗子市でパネル展を開催

大野城市でウイグル証言集会を開催しました。

ウイグル問題を訴える新たな試みとして、２０２０年１２月

大阪府八尾市での証言集会には、地元の衆議院議員、自民党

１１日～１３日に、神奈川県逗子市で、ウイグルの真実を写真

副幹事長の長尾たかし先生が参加してくださいました。そして、

で伝えるパネル展を開催しました。今後は、各地で開催したい

福岡県大野城市での証言集会には、地元の衆議院議員、原田義

と考えています。

左上：大阪、右上：滋賀
左下：広島 右下：福岡

全国各地で証言集会、逗子市でパネル展
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チベット、モンゴル、台湾、香港など諸団体との連携
浄化をやめろ！」と題するデモ行進を行いました。

■定期的ウェビナー開催

２０２０年１１月２５日、チベット、モンゴル、香港など諸

２０２０年８月以降、「在日チベット・ウイグル・南モンゴ
ル・香港

民族代表 Web 会議」を毎月開催しています。毎回

異なるテーマで討論を行い、生配信する形式で情報発信してい

団体と協力し、国会前で、中国王毅外相訪日にあわせて抗議デ
モを行いました。
２０２０年１２月５日、チベット、モンゴル、香港など諸団
体と協力し、東京・浅草で「世界人権デー

ます。

連帯ピースマーチ」

と題するデモ行進を行いました。

■デモ行進 （一例）
２０２０年７月１２日、チベット、モンゴル、香港など諸団
体と協力し、東京・代々木で「生きる権利を奪還せよ！ ウイ
グル×香港 連帯デモ」と題するデモ行進を行いました。
２０２０年１０月１日、チベット、モンゴル、香港など諸団
体と協力し、中国の建国記念日に合わせて、中国大使館前で抗
議デモを行いました。
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２０２０年１０月１日、チベット支援団体の呼びかけによっ
て議員会館で開催されたグローバルアクション Resist China
日本 の集会に参加し、スピーチを行いました。
２０２０年１０月２５日、アジア自由民主連帯協議会主催の
講演会で講演を行いました。

２０２０年１０月３日、チベット、モンゴル、香港など諸団
体と協力し、東京・新宿で「STOP GENOCIDE!

■講演会 （一例）

中国は民族

また、報道機関が企画したウイグル、チベット、モンゴル、
香港の座談会に複数回参加し、ウイグル問題を訴えました。

国際人権団体との連携
■国連へ報告書提出

開書簡を送り、中国政府が行っている人権侵害について国際調
査を開始し、断固たる行動を取るよう要求しました。日本ウイ

２０２０年１０月に行われる、市民的及び政治的権利に関する

グル協会も賛同団体として署名しました。

国際規約の履行状況を審査する国連委員会の会合に合わせて、

国連は中国の人権侵害を調査せよ、 321 団体が要求 ,

日本国内における人権問題として、「日本在住ウイグル人の現

AFP, 2020/9/10

状と日本政府の取るべき対策について」と題する報告書を、ほ

https://www.afpbb.com/articles/-/3303857

かの NGO らと協力して国連に提出しました。日本政府を批判
化済みのウイグル系日本人の家族が消息不明となっていること

■ 国 際 人 権 NGO ヒ ュ ー マ ン ラ イ ツ ・ ナ ウ
（HRN） との連携

や、中国当局から脅迫を受けていることなど）を国連の場で訴

２０２０年８月２８日、ウイグル人の強制労働と日本企業の関

えるのが趣旨です。

与について、国際人権 NGO ヒューマンライツ・ナウ（HRN）

するものではなく、日本在住のウイグル人が抱える人権問題（帰

と厚生労働省記者クラブで記者会見を行いました。記者会見

■アパレル業界の世界的な人権問題に取り
組む各国の国際人権 NGO との連携

には、当会から１名、HRN から２名、そして東京大学大学院

２０２０年７月２３日、人権団体や市民団体、業界団体による

業の関与についての報告と政府や企業への提言を行いました。

国際連合体「Coalition to End Forced Labour in the Uyghur

NHK、JapanTimes、日本経済新聞、繊維ニュースなど複数の

Region」が、世界のアパレル・ファッション業界に対して、

メデイアが報道しました。

ウイグルを起点とするサプライチェーンを断ち切るよう求める

また、2020 年 9 月 2 日、ウイグル人の強制労働と日本企業の

グローバルな呼びかけを公表しました。この呼び掛けには世界

関与について、HRN とウェビナーを開催しました。当会から

35 か国 200 余の組織・団体が賛同しており、日本ウイグル協

１名、HRN から２名、東京大学大学院教授阿古智子先生、欧

会も賛同団体として署名しました。

米から PRI（国連責任投資原則）のメンバーなどが異なる視点

ファッション業界はウイグル人強制労働を排除せよ 世界

からスピーチを行いました。約１００名が参加しました。

200 余団体が圧力 , AFP, 2020/7/24

※詳細はこちら ：

https://www.afpbb.com/articles/-/3295449

https://uyghur-j.org/japan/uyghur_forcedlabor/

■国際人権 NGO ヒューマン ・ ライツ ・ ウォッ
チ （HRW） との連携

■国際人権 NGO アムネスティ ・ インターナ
ショナル日本との連携

２０２０年９月９日、国際人権 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッ

日本在住のウイグル人を取り巻く状況が厳しさを増している現

チ（HRW）の呼びかけで、321 の人権団体や市民社会組織が、

実を考慮し、２０２０年８月２９日、日本の難民認定申請手続

国連のアントニオ・グテレス（Antonio Guterres）事務総長と

きに詳しいアムネスティ・インターナショナル日本のスタッ

国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）のミチェル・バチェレ

フを講師に招き、在日ウイグル人向けのセミナーを行いまし

（Michelle Bachelet）高等弁務官、各加盟国に宛てた共同の公

教授阿古智子先生が出席し、ウイグル人の強制労働と日本企

た。

国際人権団体との連携
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日本にある各国大使館向けの活動
■インドネシア大使館へ抗議書を提出
２０２０年１０月中旬、複数の欧米メデイアで、インドネシ
アに拘留されていた 4 人の東トルキスタン出身のウイグル人が、
インドネシア政府によって中国へ極秘強制送還されたと報道さ
れました。
この報道を受け、２０２０年１１月１日、日本ウイグル協会

人が感謝しています。日本ウイグル協会として、日本に大使館
を置いていないに２カ国を除く３６カ国の駐日大使館（大使）
宛に書簡を郵送し、感謝を表明しました。
日本ウイグル協会から感謝状を郵送した３６カ国の大使館は
以下の通りです。
アイスランド、アイルランド、アメリカ、アルバニア、イタリア、

から駐日インドネシア大使館（大使）宛に抗議書を郵送し、イ

エストニア、オランダ、オーストラリア、オーストリア、カナ

ンドネシア政府の対応に強烈な抗議の意を表し、強制送還され

ダ、クロアチア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、

た４人の安否確認に関する説明と、残されたウイグル人を強制

スロベニア、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、

送還しないよう政府に働きかけることを求めました。

ハイチ、パラオ、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、
ホンジュラス、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、マーシャ

■国連で中国のウイグル政策を非難する共同声
明に署名した国々の大使館へ感謝状を提出

ル諸島、モナコ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、北
マケドニア、英国。

２０２０年１０月６日、米ニューヨークの国連本部で開かれ
た国連総会第 3 委員会（人権）で、日本を含む 39 カ国がウイグ

また、日本が２０１９年に続き今回も欧米諸国とともに共同

ル人の人権状況と香港情勢に重大な懸念を抱いていると中国を

声明に署名してくださったことに対して、世界中のウイグル

非難する共同声明を発表しました。

人、特に日本在住のウイグル人が心より深く感謝しています。

私たちウイグル人が歴史上最も困難な時期に、ウイグル人の
ために声を上げてくださったこれらの国々に世界中のウイグル

10 日本ウイグル協会会報 24 号

２０２０年１０月７日、日本ウイグル協会会長らが安倍晋三前
首相と衆院議員会館の事務所で面会し、感謝状を贈りました。

メディア活動
日本ウイグル協会では、ウイグルで起きている国家犯罪の実態、

また、ウイグル問題を広める上で大変重要なメデイア効果をあ

そして日本在住のウイグル人にまで及んでいる国境を超えた迫

げた漫画「私の身に起きたこと ～とあるウイグル人女性の証

害の実態を広く知ってもらうために、幅広いメディア活動を行

言～」の作者清水ともみさんに協力し、在日ウイグル人の被害

いました。以下はその一例です。

状況を描いたノンフィクション漫画３冊が生まれました。

■テレビ出演

■民間シンクタンクの聞き取り調査対応

NHK、テレビ朝日、TBS、虎ノ門ニュース、AbemaTV、チャ

様々な社会問題を調査し、報告書を作成し、関係省庁に提言を

ンネル正論、チャンネル桜、その他動画配信サービス（HRN キャ

行うとある民間シンクタンクの聞き取り調査（複数回）に協力

ンペーン動画、Brut Japan など）に複数回出演し、ウイグル

し、調査報告書や提言の取りまとめを進めている最中です。

問題を訴えました。

■新聞や雑誌などの取材対応

■大学生や高校生からの取材対応
全国各地の大学生や高校生からアンケート調査やオンラインイ

日本経済新聞、産経新聞、朝日新聞、夕刊フジ、神奈川新聞、

ンタビューを依頼を複数受けて、対応しました。また、徳島大

北海道新聞、西日本新聞、中日新聞、共同通信、時事通信、ア

学などで講演会を行ったほか、とある高校の学生ら向けに、ウ

ゴラ、日経ビジネス、月刊正論、ビジネスジャーナル、日本の

イグル問題に関するオンラインセミナーも開催しました。

息吹など多数の新聞や雑誌、ネットメディアの取材を受け、ウ
イグル問題を訴えました。

メディア活動
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ウイグルの現状について
男性を無差別に収容し強制労働を強いる、残った女性に不妊手術を強制し、子供を親から強制的に引き離すおぞまし
い民族抹殺計画が日本の隣で行われています。ウイグル人社会の宝であった著名な知識人や経済人が一斉に姿を消
す事態が起こっており、一般的な人権侵害とは次元の異なる悪夢のような人道犯罪が進行中なのです。
1.

ポンペオ米国務長官が「世紀の汚点」と非難したウイグルの強制収容問題

（１） 恐るべき規模
世界中のメディアが報じているとおり、習近平政権は 2017 年以降東トルキスタン（現在中国の新疆ウイグル自治区
とされている）で、人類史上最大規模の強制収容所を運営しています。ウイグルの強制収容について世界で最も詳
しい専門家として知られるドイツの研究者エイドリアン・ゼンツ博士は、ウイグル全土で 1000 か所を超える強制収容所
が存在するとの調査結果を発表しています。一ヶ所の強制収容所だけで 13 万人を収容できるような巨大なものも存
在することを確認したと BBC は報じています。そこには、ウイグル人社会を担ってきた大勢の著名な文化人や経済人を
含む、罪のないウイグル人ら（カザフ人など地元住民を含む）300 万人以上が収容されており、被害を受けていない
ウイグル人の家族は存在しないという、悪夢のような事態が起こっています。強制収容所の数にしても、収容者の数に
しても、既にナチス政権を超える規模となっています。
（２） 理不尽な収容理由と手段
ナチスを超える規模の強制収容が習近平の号令で始まった国策であることや、強制収容の理由についても中国当局
の主張が全くの嘘であることが、2019 年以降 3 度にわたって流出した内部文章で決定的に裏付けられたと、欧米の
主要メディアや専門家が指摘しています。流出した内部文書には、AI の判断で 1 週間に 1 万 6 千人を収容したこと
や、「信用できない」、「外国に親族がいる」、「パスポートを申請したことがある」など理不尽極まりない理由で多くの人
を強制収容していた事実などが明記されています。また、村の役人に収容者を増やすようノルマが課され、達成するま
で拘束は続けられているとの証言もあり、全ウイグル人が収容所を体験するのは時間の問題となっています。
厳格な機密保持扱いの内部文章が流出し、組織的犯罪行為が決定的に裏付けられたとの国際的な非難を受けた
中国当局は、直ちに反省し過ちを正すのではなく、これらの内部文章の流出に重要な役割を果たしたオランダ在住の
ウイグル人女性に殺害予告をしてきたと報道されています。また、強制収容所関連の資料の焼却処分を指示したとも
報道されています。
（３） 非人道的扱い
BBC など欧米メディアの潜入取材、生還者の証言、流出した内部文章や映像などから、正当な理由が無いまま強制
収容された人々は、外部との接触を完全に断ち切った劣悪な環境の中で、母語での日常会話まで禁止され、ウイグ
ル人の独自文化や伝統の放棄を強制され、同時に中国共産党や習近平への忠誠や崇拝を強制されている実態が
明らかになっています。洗脳教育だけではなく、拷問（暴行、電気ショック、水責めなど）、心理的虐待、正体不明の
薬や注射の強制投与など人体実験を疑わせる犯罪行為まで横行しているとの証言が多く報告されています。
運よく生還できた数少ない証言者たちは、想像を絶する収容所体験を証言しています。壁に固定された鎖に繋がれ
た状態で何か月も過ごしたとの証言や、狭い部屋に大勢の人がすし詰め状態で閉じ込められて同時に寝るとスペース
が足りないため、2 時間おきに交代で寝る毎日が続いたとの証言もあります。また、中国共産党や習近平を称賛し忠
誠を誓う「日課」を中国語で大声でクリアできなかった場合、食事も貰えず拷問を待ち受けるとの証言もあります。
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強制収容所関連の政府文書 1500 点以上を検証したフランス通信は、次のように報じています。
『ある政府文書にはこう記されている。センターではまず、入所者の「血筋を打ち壊し、基盤を打ち壊し、つながりを
打ち壊し、出自を打ち壊さ」なければならない。』
（４） 強制収容所で死亡するケースが続出、臓器狩りの犠牲にされているとの報道も
家族の命がけの証言により、多くの人（著名学者、女性、青少年を含む）が強制収容所で死亡している実態も確
認されています。
クチャ県の 1 か所の強制収容所だけで、2018 年 6 月から 12 月までの半年間で 150 人以上が死亡したと地元警
察が証言したと朝日新聞が報じています。この事例だけを見ても、1000 か所を超える収容所の数、300 万を超える
収容者の数、3 年間という年月をもって単純計算すると、戦場以上の死者が出ている計算になります。
しかも、死因についての説明も無く、遺体を家族が確認することも許可せず、警察の立ち合いのもとで強制的に埋葬さ
せられるケースや、そもそも遺体を家族に返さず当局が焼却処分しているケースも多く報道されています。ウイグル人に
は火葬の習慣がないのに、強制収容所近くに多くの大規模火葬場が建設されていることも確認されており、遺体を家
族に返してくれないケースでは、拷問死や臓器狩りなど当局の犯罪行為を隠すために秘密裏に火葬処分されたとされ
ています。在日ウイグル人の中にも、家族が強制収容所で死亡したケースが複数発生しています。
また、ウイグルの強制収容所から健康な若者を中国本土各地の刑務所へ秘密裏に移送していることも確認されてい
ます。その移送者の数も数十万人に上ると指摘されており、主に軍の病院の近くへ集中的に移送され、その後消息不
明となっていることから臓器売買の対象にされている疑いがあるとの報道もあります。
2.

大規模強制労働、日本企業を含む世界の有名企業の関与も

正当な理由が無いまま強制収容さたウイグルの人々が、世界の有名企業を巻き込んだ強制労働の犠牲になっている実
態が明らかになってきました。
2020 年 3 月 、 オー スト ラ リア の シ ンク タ ン ク 「オ ー ストラ リ ア 戦 略 政策 研 究 所 （ Australian Strategic Policy
Institute,ASPI）」が、世界の有名企業少なくとも 83 社のサプライチェーンに組み込まれている中国の工場で、収容
施設から移送された 8 万人以上のウイグル人が強制労働させられているとの詳細な調査報告書 iを発表しました。
その中には、日本企業 11 社（日立製作所、ジャパンディスプレイ、三菱電機、ミツミ電機、任天堂、パナソニック、ソニ
ー、TDK、東芝、ユニクロ、シャープ）が含まれています。日本ウイグル協会は、その 11 社の社長宛に書面で質問状を
送り、一部の企業から回答を得ましたので、ホームページで公開しています。このほか MUJI の関与も指摘されています。
この報告書を受け、欧米では一部の有名企業がウイグル人の強制労働の疑いが指摘された中国のサプライチェーンとの
取引を見直す動きが広がりつつあります。また、特にアメリカ政府はこの問題で取引禁止措置など具体的な行動をとり始
めています。アメリカ議会には「ウイグル強制労働防止法案」まで提出されています。更に、現代の奴隷制度とも呼ぶべき
手法でウイグル人労働者の取引が行われているとの報道もあります。世界的経済誌 Forbes が次のように報じています。
『中国中央政府は、「Xinjiang Aid（援疆）」という政策の下、新疆ウイグル自治区以外の工場へウイグル人たちを
移送している。工場長は、ウイグル人を 1 人雇用するたびに報酬を得られる。オンライン予約でウイグル人労働者を手
配できる、と宣伝する企業もあるほどだ。そうした広告は、16 歳から 18 歳のウイグル人労働者 1000 人を手配できる
と謳い、「ウイグル人労働者の長所は、軍隊式に管理できること、困難にも耐え抜くこと、労働力の損失がないこと」で
あり、「最低 100 人から手配可能！」と書かれている。』
強制労働から利益を得ることは（直接的・間接的を問わず）、企業倫理の原則からも、また人道的見地からも決して
許されるものではありません。大規模強制収容を起源とするウイグル人の非人道的な労働に企業が無意識に加担して
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いるリスクが極めて高く、踏み込んだ調査やサプライチェーンの見直しも含めた責任ある行動が求められています。
3.

避妊器具や不妊手術の強制による断種ジェノサイド

2020 年 6 月、公的政府文章の分析を基にまとめ、米シンクタンク・ジェームズタウン財団が公表した調査報告書 iiは、
中国政府がウイグル人に対して行っている断種ジェノサイドの実態を明らかにしました。
この報告書によると、ウイグル人男性の大規模な強制収容が始まった 2017 年以降、ウイグル人女性に対する大規模
な避妊器具や不妊手術強制キャンペーンが始まった。ウイグル自治区の人口は中国全体の 1.8％を占めるにすぎない
が、2018 年には中国で行われた子宮内避妊器具（IUD）装着手術の 80％がウイグルで行われた。また、更に過酷
な手段である不妊手術についても、2018 年には中国全体より 7 倍も多く不妊手術がウイグルで行われた。ウイグル文
化の中心地であるカシュガルやホータンなど南部の地域では、2019 年までに出産年齢人口（18～49 歳）の女性の
80％に、「長期的に効果のある産児制限措置」を施す計画をまとめ、容赦なく強行した結果、ウイグル人人口の自然
増加率が僅か 2 年余りで 86％も減った。一部の地域では、2017 年と比べ、2018 年には、不妊になった女性は
124％、夫と死別した女性は 117％増加している。
各家庭から男性を強制収容することで、残った女性を抵抗できない立場に追い込み、避妊器具や不妊手術を強制した
のです。その一方で、中国本土から中国人を大量に移住させて来て（僅か 2 年余りで移住してきた中国人が 200 万
人にも上る）、中国人男性とウイグル人女性の結婚を強制しています。拒否した場合は強制収容所へ収容される運命
が待ち受けるのです。
国連のジェノサイド条約には「集団内の出生を防止することを目的とした措置を課すこと」は集団虐殺に当たると明記さ
れています。報告書では、中国政府がウイグル人に対して、まさにこれに該当する行為を行っている証拠を示したと結論
付け、国際社会が断固たる措置を取らなくてはならないと警鐘を鳴らしています。
4.

想像を絶する徹底した監視

ウイグル全土では、無数の監視カメラや、中国人（漢族）は普通に通れるがウイグル人は取り調べを受けないと通れな
い検問所が街中に溢れています。中国政府は、高度な技術を駆使してウイグル人の生活の隅々まで監視しています。
監視を効率化するため、人口約 500 人単位で市町村を分割し、1 区間ごとに警察署を置いて、住民の ID カード、顔、
DNA サンプル、指紋、携帯電話を頻繁にチェックしています。
国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が２０１９年１１月に公開した内部文書では、監視カメラの映像やスマ
ートフォンなどから個人情報を収集・解析し「潜在的脅威と見なす者」のリストを作成する大規模な AI ネットワークシステ
ム（IJOP）でウイグル人を常時監視し、AI の判断で収容施設への大量収容が行われた実態が明らかになりました。
国際的な人権 NGO ヒューマン・ライツ・ウォッチが２０１９年５月に発表した報告書iiiでは、中国当局がモバイルアプリ
を使い、ウイグル人に対する違法な大規模監視と恣意的拘禁を行っている多くの証拠を提示しています。また、12 歳か
ら 65 歳までのウイグル人の DNA サンプル、指紋、虹彩スキャン、血液型、音声サンプルなどの生体情報を強制的に収
集し監視に利用している、更には 36 種類の行動パターンを監視し、自動車や ID カードを追跡し、電気やガソリンスタン
ドの使用履歴から人間関係に至るまでモニタリングしていると指摘しています。
更に、ウイグル人の家庭に 120 万人以上の政府職員が派遣され、定期的に寝泊りして日常生活を監視する、政府職
員とウイグル人家庭がほぼ一対一で「親戚関係」を結ぶ制度が 2017 年以降に導入されたことも CNN や東京新聞など
が報じています。現地調査を行った CNN は次のように報じています。
『収容された家族に対してウイグル人が抱く愛情の把握も「親戚」の任務に含まれている。カシュガル地区の「親戚」が
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使うマニュアルでは、敏感な問題についてはウイグル人の子どもに聞くよう推奨している。「子どもは真実を語る」ためだ。
この過程で得た情報は治安関係のデジタルシステムに入力され、当局上層部がキャンプに送り込む対象者を決定す
る。』
また、ウイグル人に対する徹底した監視は中国国内にとどまらず、世界各地に及んでいます。2020 年２月にアムネステ
ィ・インターナショナルが発表した報告書ivでは、２２か国に住む約４００人に行った聞き取り調査の結果、少なくとも２
６人が「情報提供者になるよう求められた」と回答したほか、39 人が「個人情報を入手するための脅迫電話を受けた」、
21 人が「中国当局がソーシャルメッセージングアプリを使用して追跡し、脅迫してきた」、181 人が「声を上げようとしたとき
に脅かされました」と回答しています。報告書は、ウイグル人が海外にいても中国当局からの監視や脅迫に晒される状況
にあり、安全な場所がないと指摘。日本に住むウイグル人も同様の脅迫を受けている実例を NHKvが報じています。
5.

中国も認め始めたウイグル人虐殺

習近平政権は、何千年も受け継がれてきた、シルクロード文化の重要な一部でもあるウイグル人の独自文化や伝統、
民族的なアイデンティティを消滅させ、ウイグル人社会を根底から破壊する非人道的な犯罪行為、21 世紀の文明社会
では許されざる民族浄化を、政策的かつ公然と行っているのです。色々な証拠がそれを示しています。ワシントンポストな
ど欧米の主要メデイアでも、ホロコースト（ナチスのユダヤ人大虐殺）以降では世界最大規模の大量虐殺にあたるとの
社説が目立っており、国際社会の迅速な対応が求められています。米国務省のモーガン・オータガス報道官は「ウイグル
の人々の身に起きていることは......ホロコースト以降、私たちが目にした最悪の犯罪だろう」と述べています。
ポンペオ米国務長官が「現代における最悪の人道危機、今世紀の汚点だ」と厳しく非難し、アメリカ議会が発表した複
数回の報告書でも、中国政府がウイグル人に対して行っているのは、人道に対する罪の恐れがあると警告。2020 年 6
月には、強制収容をはじめとしたウイグル人の人権侵害に関わった中国当局者へ制裁を科すことを可能にした「ウイグル
人権法」がトランプ大統領の署名により成立しました。
一方の中国は、呆れるほど破綻した論理で反論しています。例えば、中国外務省の華春瑩（ホア・チュンイン）報道官
は定例記者会見で「アメリカにも先住民虐殺や差別の歴史がある」と反論しましたが、これはウイグル人虐殺を間接的に
認めたといえるでしょう。
i

Uyghurs for sale: ‘Re-education’, forced labour and surveillance beyond Xinjiang. ASPI, Mar 2020

https://www.aspi.org.au/report/uyghurs-sale
ii

Sterilizations, IUDs, and Mandatory Birth Control: The CCP’s Campaign to Suppress Uyghur

Birthrates in Xinjiang, Adrian Zenz, June 2020
https://jamestown.org/product/sterilizations-iuds-and-mandatory-birth-control-the-ccps-campaign-to-s
uppress-uyghur-birthrates-in-xinjiang/
iii

China’s Algorithms of Repression: Reverse Engineering a Xinjiang Police Mass Surveillance App,

Human Rights Watch, May 2019
https://www.hrw.org/news/2019/05/01/china-how-mass-surveillance-works-xinjiang
iv

NOWHERE FEELS SAFE, Amnesty International, February 2020

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2020/02/china-uyghurs-abroad-living-in-fear/
v

情報提供迫られる

在日ウイグル, NHK, 2020 年 6 月 29 日

https://www.nhk.or.jp/kokusaihoudou/archive/2020/06/0629.html
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編集後記

日本ウイグル協会ニュースレターをお届けいたします。2020 年下半期も皆様のご助力に支えられ、広範な活動を展開することができました。そ
の内容を紙面にてお伝えしておりますので、ぜひご一読くださいませ。
（編集部）

お勧めの
Web漫画
清水ともみさん

ウイグル人

ウイグル人に何が起きてい

Newsweek（ニューズウィー

トルグン・アルマス ( 著 ),

るのか 民族迫害の起源と

ク日本版）2018 年

東 綾子 ( 翻訳 )

現在

10/23 号 [ 日本人がまだ

出版社 : 集広舎

福島香織・著

知らないウイグル弾圧 ]

ISBN-10: 490421384X

出版社 : PHP 研究所

出版社 :

ISBN-13: 978-4904213841

ISBN-10: 4569843107

CCC メディアハウス

発売日： 2019/12/15

ISBN-13: 978-4569843100

ASIN: B07HPYPB34

発売日： 2019/6/19

発売日： 2018/10/16

https://note.com/
tomomishimizu/
m/me68470f9ccfa

お勧めの本
日本ウイグル協会は会員を募集しています。
私たちと共に、
東トルキスタン問題の解決のために活動しようという意思がある方は、
民族や思想信条を問わず、
どなたでもご入会いただけます。
会員の特典
会報
「蒼空」
を無料でお届けします。
協会の諸事業のご案内と優先的参加、
会員割引サービスが受けられます。
協会は勉強会・シンポジウム・懇親会・中国政府抗議デモなどを行っております。
【入会申込書】 日本ウイグル協会の趣旨に賛同し、入会の申し込みをいたします。

氏名
住所
電話

FAX

E-mail

職 業（学校名）

会員区分（いずれか一つを指定）
個人会員 ・ 学生会員 ・ 団体会員 ・ サポート会員
年会費

円

※以上の必要事項を明記の上、以下のあて先にメールまたはご郵送ください。

入会金と年会費は実名にてお振込みください。お振り込みが確認でき次第、入会手続きを行います。

連絡先 Tel:03-5615-9597
E-mail : membership@uyghur-j.org
〒112-0004 東京都文京区後楽 2-3-8 第六松屋ビル 401 号室

会員の区分は以下のようになっております。
個人会員 ： 年会費 一口 5,000 円 入会費：2000 円
学生会員 ： 年会費 一口 2,000 円
入会費：無料
団体会員 ： 年会費 一口 30,000 円 入会費：2000 円
サポート会員 ： 年会費 一口 １0,000 円 入会費：2000 円

日本ウイグル協会振込口座
ゆうちょ銀行から振込みの場合

ゆうちょ銀行 記号 10230

番号 21164361

トクテイヒエイリカツドウホウジン ニホンウイグルキョウカイ

他行から振込みの場合

ゆうちょ銀行 店番（店名）028

番号 2116436

トクテイヒエイリカツドウホウジン ニホンウイグルキョウカイ
※ゆうちょ銀行の店番は「ゼロニハチ」と入力ください。

※個人情報の扱いについて： 当協会は会員の個人情報を法令にしたがって適切に管理し、当協会の事業の目的にのみ利用いたします。また会員名簿は理事を除いて原則非公開とします。

