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7月3日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/yea
r/2020/200703_2.html

10月21日
入管収容について国連人権理事会の恣意的拘禁作業部会の意見を真
摯に受け止め、国際法を遵守するよう求める会長声明

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/yea
r/2020/201021.html

2月26日 出入国管理及び難民認定法改正案（政府提出）に対する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/yea
r/2021/210226.html

3月18日 出入国管理及び難民認定法改正案に関する意見書
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2
021/210318_7.html

3月30日
名古屋出入国在留管理局における被収容者の死亡事件に関する会長
声明

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/yea
r/2021/210330.html

5月14日 入管法改正案（政府提出）に改めて反対する会長声明
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/yea
r/2021/210514.html

北海道弁連
札幌 12月7日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明 https://satsuben.or.jp/statement/2020/12/07/237/

函館
旭川
釧路

東北弁連

仙台 11月20日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明 https://senben.org/archives/8809

福島県 2月26日 出入国管理及び難民認定法の改正案に強く反対する決議 https://www.f-bengoshikai.com/topics/5543.html

山形県 11月4日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明
http://www.yamaben.or.jp/html/semei_ketsugi/s054.htm
l

岩手 3月5日 入管法改正案に強く反対する会長声明 http://www.iwateba.jp/news-list

秋田 4月23日 出入国管理及び難民認定法改正案に反対する会長声明 https://akiben.jp/statement/2021/04/post-152.html

青森県

7月27日 収容・送還に関する専門部会提言に強く反対する意見書
http://www.kanto-
ba.org/declaration/detail/r02op02.html

1月27日
入管法改定案に強く反対するとともに，国際法を遵守した抜本的な入
管法改正を求める理事長声明

http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/r02a16.html

3月30日
入管法改正案（政府提出）の内容に強く反対し、「廃案」を求める理事長
声明

http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/r02a20.html

6月22日
「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に基づく刑事罰導入
等に反対する会長声明

https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-583.html

8月18日
東京出入国在留管理局の収容施設内における新型コロナウイルス感
染症の発生に関し、全件収容主義の是正とともに仮放免の徹底を求め
る会長声明

https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-592.html

12月21日 入管法に「監理措置制度」を導入することに反対する会長声明 https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-597.html

3月8日 入管法改正案（政府案）に反対する会長声明 https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-602.html

3月23日
東京出入国在留管理局における弁護士面会停止の撤回と、被収容者
の解放を求める会長声明

https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-607.html

3月24日
名古屋入管収容場における女性死亡事件の厳正な調査を求めるととも
に、広範な裁量による入管行政に、法の支配を及ぼすことを求める会
長声明

https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-602.html

5月17日 入管法改正案（政府提出）の採決 に反対し、廃案を求める会長声明 https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-615.html

第一東京 7月17日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明
http://www.ichiben.or.jp/opinion/opinion2020/post_443.
html

11月16日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に反対する意見書
https://niben.jp/news/opinion/2020/202011162770.htm
l

5月6日 出入国管理及び難民認定法改正法案に反対する会長声明
https://niben.jp/news/opinion/2021/202105062923.htm
l

10月23日
収容・送還に関する専門部会提言及び同提言に基づく法改正に強く反
対する会長声明

http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/202
0/post-341.html

5月13日 出入国管理法等一部改正案の採決に反対し、廃案を求める会長談話
http://www.kanaben.or.jp/profile/gaiyou/statement/202
0/post-341.html

神奈川県
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埼玉 9月9日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明 https://www.saiben.or.jp/proclamation/view/1232



8月5日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明
https://www.chiba-
ben.or.jp/opinion/a01ec353954ed8d5add732c6a2b648ad
401096d6.pdf

4月27日 入管法改正案（政府提出）の内容に強く反対し，廃案を求める会長声明
https://www.chiba-
ben.or.jp/opinion/205a08235b9d82de018e363caffcb80f5
8c508b1.pdf

8月24日 送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言に関する会長声明
https://www.ibaben.or.jp/wp-
content/uploads/2020/12/20200824-sokan.pdf

4月1日 出入国管理及び難民認定法改正法案に関する会長声明
https://www.ibaben.or.jp/wp-
content/uploads/2021/04/d4b7a6f3bae2a08ba89e2935
3eb8fc49.pdf

5月18日
名古屋出入国在留管理局における被収容者の死亡事件に関する原因
解明及び入管法改正案の廃案を求める会長声明

https://www.ibaben.or.jp/wp-
content/uploads/2021/05/2d852b671bde32a7f395eed4
e7ea3bfd.pdf

10月29日 収容・送還に関する専門部会提言に対する意見書 http://www.tochiben.com/topics/topics.php?id=1394

4月22日 政府提出の入管法改正案に反対し，廃案を求める会長声明 http://www.tochiben.com/topics/topics.php?id=1423

群馬 10月14日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明
https://www.gunben.or.jp/uploads/2020/10/4210867a7
c6a4bcba85683ad888f3e71.pdf

10月28日
「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に反対し外国人の人
権に配慮した慎重な検討を行うよう求める会長声明

https://www.s-bengoshikai.com/bengoshikai/seimei-
ketsugi/s20-10soukannkihichoukisyuuyoumonndai/

5月7日 「出入国管理及び難民認定法等」改正に反対する会長声明
https://www.s-bengoshikai.com/bengoshikai/seimei-
ketsugi/s21-5syutsunyuukoku/

山梨県 12月11日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明 http://www.yama-ben.jp/statement/1411/

長野県 10月14日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明 http://nagaben.jp/publics/index/101/

新潟県 12月8日
「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に基づく法改正に反
対する会長声明

https://www.niigata-bengo.or.jp/20201209_seimei/

中部弁連 3月4日 退去命令拒否罪等を創設する入管法改正案に反対する理事長声明 http://www.chubenren.jp/news/r03_03_taikyo.html

12月1日 刑事罰創設及び収容等に関する入管法改正に対する会長声明
https://www.aiben.jp/opinion-
statement/news/2020/12/post-45.html

4月30日 出入国管理及び難民認定法改正案に反対する会長声明
https://www.aiben.jp/opinion-
statement/news/2021/04/post-53.html

三重 11月11日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明 http://mieben.info/archives/topics/795/

岐阜県 2月5日 送還忌避罪を創設する等の入管法改正に反対する会長声明 https://www.gifuben.org/info/statement/p2277/

福井 2月17日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明
http://fukuben.or.jp/statement/chairman-
statement/327.html

金沢 2月26日
「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に基づく刑事罰導入
等に反対する会長声明

http://www.kanazawa-bengo.com/info/2021/02/post-
206.html

富山県

近弁連

8月4日 「送還忌避・長期収容の解決に向けた提言」に対する会長声明 https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=235

4月30日 出入国管理及び難民認定法改正案に反対する会長声明 https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=252

京都 10月22日
法務大臣の私的懇談会による「送還忌避・長期収容問題の解決に向け
た提言」の問題点を指摘し、国際公約に則り国際人権条約と難民条約
に基礎をおく入管法制及び難民認定制度の創設を求める意見書

https://www.kyotoben.or.jp/pages_kobetu.cfm?id=10000
121&s=ikensyo

兵庫県 10月23日 「送還忌避・長期収容の解決に向けた提言」に対する会長声明
http://www.hyogoben.or.jp/topics/iken/pdf/201023seim
ei.pdf

奈良 3月30日 出入国管理及び難民認定法改正案に反対する会長声明 https://www.naben.or.jp/seimei/8683/

滋賀 10月14日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に関する会長声明
https://shigaben.or.jp/about/chairman_statement/detail.
php?id=142

和歌山 5月14日 出入国管理及び難民認定法改正案に反対する会長声明 HP未掲載

中国弁連

広島 3月25日 出入国管理及び難民認定法改正案に対する意見書 https://www.hiroben.or.jp/iken_post/1797/

静岡県

愛知県

大阪

茨城県

栃木県

千葉県



山口県



2月12日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に反対する会長声明 https://www.okaben.or.jp/news/2771/

4月23日 出入国管理及び難民認定法改正案（政府提出）に反対する会長声明 https://www.okaben.or.jp/news/3039/

鳥取県 4月26日 出入国管理及び難民認定法改正案（政府提出）に反対する会長声明

http://toriben.jp/2021/04/26/%e3%80%90%e4%bc%9a%e9
%95%b7%e5%a3%b0%e6%98%8e%e3%80%91%e5%87%ba%e5%8
5%a5%e5%9b%bd%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%8f%8a%e3%81%
b3%e9%9b%a3%e6%b0%91%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e6%b3%95
%e6%94%b9%e6%ad%a3%e6%a1%88%ef%bc%88/

島根県

四国弁連

香川県 3月25日 出入国管理及び難民認定法改正案（政府案）に反対する会長声明

http://kaben.jp/2021/03/25/%e5%87%ba%e5%85%a5%e5%
9b%bd%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%8f%8a%e3%81%b3%e9%9b
%a3%e6%b0%91%e8%aa%8d%e5%ae%9a%e6%b3%95%e6%94%b
9%e6%ad%a3%e6%a1%88%ef%bc%88%e6%94%bf%e5%ba%9c%
e6%a1%88%ef%bc%89%e3%81%ab%e5%8f%8d/

徳島

高知

愛媛 2月8日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に反対する会長声明

http://www.ehime-
ben.or.jp/fcaldown.php?src=./file_upl/EB_T_INF_UPD_FIL
0000000061.dat&save=%81u%91%97%8A%D2%8A%F5%94%
F0%81E%92%B7%8A%FA%8E%FB%97e%96%E2%91%E8%82%
CC%89%F0%8C%88%82%C9%8C%FC%82%AF%82%BD%92%F
1%8C%BE%81v%82%C9%94%BD%91%CE%82%B7%82%E9%89
%EF%92%B7%90%BA%96%BE.pdf

九弁連 9月11日
「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に強く反対する理事長
声明

http://kyubenren.org/seimei/200911seimei.html

福岡県 9月16日
「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」の内容を踏まえた法
改正に反対する会長声明

https://www.fben.jp/statement/dl_data/2020/0916.pdf

佐賀県

長崎県 10月1日
「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に基づく刑事罰導入
等に反対する声明

https://www.nben.or.jp/archives/2721/

大分県 1月20日
「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に基づく法改正に反
対する会長声明

https://www.oitakenben.or.jp/data/statement/16111271
129235.pdf

熊本県 4月20日 出入国管理及び難民認定法改正に反対する会長声明 https://kumaben.or.jp/dayori/dayori_cat_3120/

鹿児島県 10月29日
「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に基づく法改正に反
対する会長声明

https://www.kben.jp/3105/

宮崎県 11月26日
「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に基づく法改正に反
対する会長声明

https://miyaben.jp/wordpress/wp-
content/uploads/2020/11/20201126soukannkihi.pdf

沖縄 11月4日 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」に対する会長声明
http://www.okiben.org/modules/contribution/index.php?
page=article&storyid=211

* 収容・送還に関する専門部会開催状況
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyu
ukokukanri03_00001.html

* 「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」［PDF］ http://www.moj.go.jp/content/001322460.pdf

** 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国
籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律
案」

http://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/index.html

岡山


