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　フィリピンは日本の有害ゴミ溜め？

看護師、介護士の貿易？

いまなら全部タダ！！
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環境と経済取引



  
日本は、有毒で危険な廃棄物を捨てるための場所を、貧しく、自国内の廃棄物でさえリサイ
クルすることができない近隣国の中に、見つけました。（フィリピンの）看護師や介護士が
日本の保健医療サービス機関で働く機会と引き換えに、フィリピンの7、100もの美しい島
は、日本の海洋投入処分海域になるということが受け入れられました。

とってもきれい

　日本では、清潔は美徳です。そのおかげで、あらゆる日本の家庭が自分達のゴミをきちん
と捨てます。

　廃棄物の隔離が厳密に実践され、それに応じない人々は単に法で罰せられるか、村八分に
されるか、または軽蔑されます。また、産業施設、病院などでははるかに厳しいルールが実
践されています。私たちが、日本が清潔であるのはこのように適切なゴミ処理を厳しく実践
しているからだと簡単に考えてしまうのも無理はありません。
しかし、私たちは、トラックが去った後そのゴミがどこへいくか知っているでしょうか？

　まず最初に、ゴミはただ姿を消すわけではありません、それは最初に、リサイクルゴミ捨
て場、廃棄物処理場、および焼却炉に行きます。
Inter Press Service2000のリポートによると、日本には毎年、およそ4億トンの産業廃棄物が
あります。残っている2億5000万トンは、埋められるか、または焼却されましたが、1億
5000万トン  だけが再生されました。 つまり再生利用不可能なものがある。そこで次の疑問
です。燃えて灰になった廃棄物はどこへいったのでしょう?

Jong Pairez (indymedia)
translation　by　gf

　　　　フィリピンは日本の有害ごみ溜め？  　　　　フィリピンは日本の有害ごみ溜め？  



有毒ジャポンエジア/ヤポネシア（有毒日本）

2006年9月9日に、ヘルシンキでは、当時の小泉純一郎首相とフィリピン大統領のグロリ
ア・アロヨが日本-フィリピンEconomic Partnership(JPEPA)協定に調印しました。ヘルシン

 キ相互貿易協定を念入りに 監視していた環境保護派によると日本はフィリピンから看護師と
介護士の輸入と引き換えに自らの有毒で危険な廃棄物の輸出を取り引きしたがっています。

「焼却炉灰を再生することは不可能です。焼却されたものは燃やす前の状態より20倍も毒性
が強くなります。」と、アースファースト！（注１）マニラの活動家であるラモン・フェル
ナンドは言いました。

pcij.orgの3つの調査報告によると、これは日本政府が、フィリピンなどの貧しい国で自分の
廃棄物をどさっと捨ようとする初めて  の試みではありません。 7年前に、日本できちんと
パッケージされた廃棄物は1999年7月にマニラの港に到着した122台(ほかの報告では124台)
の40フィート(訳12メートル20センチ)の容器に入ってってフィリピンの岸に届きました。捨
てられたゴミの中には非常に高い毒性の医療廃棄物、特に静脈用注射器、おむつ、ブドウ
糖、および使い捨てられたサニタリーナプキンが含まれていました。

最近のJPEPA協定で日本、およびフィリピンの官僚が人々の恐れを鎮めるために毒性物質
や、危険な廃棄物の国内への持ち込みと処分への禁止令はこれから厳密に励行されるといっ
ていますが、地元の環境保護派やエコロジスト等はこのような分断を促すプロパガンダには
だまされません。



私の上にゴミを落とすな。

最新のJPEPA協定が環境に及ぼすであろう悲惨な影響の警告をうけとめ、アメリカ合衆国シア
 トルに拠点をおく「ベイゼル　アクション　ネットワーク」 /Basel Action Network (BAN）地

元の環境保護活動家はフィリピンの上院で論議を呼んだ二国間協定を拒絶するアピールに賛同
しました。事務秘書官エドゥアルドエルミタによると、協定はすでに有効ですが、どのように
有効なのかを説明しませんでした。

　BANコーディネータジム・パケットは、日本の大使館の宣告が紛らわしく「書かれていない
ことの中に真実がある」と言いました。
　日本は輸入と輸出の厳しい規制を約束するという一方で、廃棄物の輸出入にかかる関税を取
り除くという項目を削除し、そしてどんな種類の廃棄物でも発展途上国に輸出しようとはして
いないとは明言しなかった、と彼は言います。

　「実際のところ、JPEPA …はたぶんフィリピンの国内法令を負かすことができる協定だろう
日本がこの項目（無関税で廃棄物をフィリピンに受け入れてもらうこと）を削除することと発
展途上国との廃棄物貿易を放棄することを拒否していることが十分に証明している。」と、パ
ケットは言いました。
BANは、一度批准された条約が国内法令と同等になるので、協定締結の当事者たちは国内法と
協定の間に矛盾が起こることを防ごうとしたのだろうと声明の中で言っています。

　注；
１、EarthFirst,とは、1979年アメリカで生まれ、現在世界各地に見られる急進的な環境保護集
団で、その特色は、環. 境破壊を阻止するために直接的な行動をとる.  ことにある。
http://www.earthfirst.org/about.htm

http://www.earthfirst.org/about.htm


看護師、介護士の貿易？看護師、介護士の貿易？

日本の有害廃棄物を投棄させる代わりに、フィリ
ピン側は「見返り」として自国の看護師や介護士
を「輸出」できることになりました。

　しかし、それは本当に「フィリピンへの見返り」に
なるのでしょうか。

より高額な給与が望めるという理由で、看護師が介護士が
自国を出て海外で働くというのは、フィリピンにとってはこ
れがはじめてではない。看護師に限らず医師などもアメリ
カ・イギリス等へ「出稼ぎ」にいくことは今や常識に近い状
況だ。

海外で働く看護師等には経験を積んだ者が多く、当然国
内の医療現場には人がいなだけではなく、その経験をつた
えるべき人がいなくなっている。当然フィリピン国内の医療
サービスの質が低くなり、受けられたはずのケアが受けら
れなくなる事態が多発している。



受け入れ態勢受け入れ態勢

日本で働くための国家試験などの対策は就労しながら
受け入れている機関（病院等）が

指導することになっている。

これに対してフィリピン看護協会は、日本は国家間の協定に基づいて
で看護師を受け入れているのにも関わらず、

国家は労働者が日本で働くための支援を準備していない
と指摘しこの協定に反対してきた

（http://jukai.jp/modules/d3blog/details.php?bid=392）。

厚生労働省　看護・介護分野の労働者の受入れについて
（http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other07/index.html）



日本の看護師不足を埋める？日本の看護師不足を埋める？
フィリピンの人々にとっては問題でも、

日本の看護師不足が解消されるならいいことだ、
と思う人もいるかもしれない。

　　日本看護師協会の見解では、そもそも
　　「自国の看護師不足を解消することの理由で、

　安易に外国人看護師を受け入れるべきはない」としていて、
　　日本の潜在看護職員（国家資格はあっても、別の仕事をしている）
は約５５万人（厚生労働省）と推計されていることから考えても

看護師不足の問題は
別のところにあると考えるべきでしょう。

いまさらですが、看護師の仕事はその給与に見合わないほど
きつく、せっかく国家資格をとってもやめてしまう人、

体をこわしてしまう人が多い。
人が足りないからさら休みもとれずさらに

仕事がきつくなるという悪循環を繰り返している。
（介護の現場も同じような状況にある。）

給与をあげるとか、労働条件を改善するという以外のやり方
で対応しようとすることは、そもそもこれらの昔から
いわれてきた問題を認識していない、重要視していない

ことになる。



せんせい、
わたしたちのトイレは

フィリピンにつながって
るって本当ですか？

そうなんです。
すごいでしょう！

日本ってクサイのもあぶないの

もみんなタダで面倒みてもら
えるくらい世界の人気者なん

ですよ。



説明

2620.6 3% 0%

2621.1 3% 0%

薬品廃棄物 20% 0%

30% 0%

3825.1 地方自治体の廃棄物 30% 0%
3825.2 下水汚泥 30% 0%
3825.3 30% 0%

3825.31 その他の医療廃棄物 30% 0%
30% 0%

30% 0%

3825.5 30% 0%

6309 0%

6310 0%

関税　見出し
番号

MFN税率* JPEPA における関税率

　焼却灰や燃えカス（鉄や
スチール製品を焼却したも
のを除く）。　　　　　　　　 ヒ
素、水銀、タリウム、あるい
はそれらのヒ素や金属の抽
出のため、あるいは化合物
を製造するため使われるた
ような種類の化学混合物を
含む。

　地方自治体の焼却炉から
出た焼却灰や燃えカス

3006.80 
(3006.8010, 
3006.8090) 
38.25 (とそれに
準じた見出し
についえも同じ
) 

化学産業や関連産業の残
余生産物、副産物のうち、
地方自治体の廃棄物や下
水処理物など他の項目に
含まれている者以外。

医療現場の廃棄物— ばん
そうこうやその他の接着剤
層のある製品、例えば詰め
物用のガーゼの包帯・手術
用手袋

3825.4100, 
3825.4900 

廃棄物用有機溶媒 — ハロ
ゲン化したものやそうでな
いもの

3825.6100, 
2825.6900 

その他ん化学産業や類似
産業から出るその他の廃
棄物 —有機物やその他の
ものを含む
金属の廃酸用アルコール、
水硬性の液体、ブレーキ液
、不凍液の廃棄物
着古された服や他のボロボ
ロになった製品

 RA 4653 下では輸入禁止

使用済み、あるいは新しい
布。, 組紐のかけら,ロープ
や縄, ケーブル、そしてぼろ
ぼろにった紐、縄類、繊維
製品等。

 RA 4653 下では輸入禁止

MFNとは、「最も優遇される国家」（most　facoured　nation）の略で
す。MFN税率とは、他のすべての貿易相手国に対してフィリピン政府
が一律にかける関税である。

JJPEPAPEPAによって関税ゼロが適用される廃棄物によって関税ゼロが適用される廃棄物

　無料です！

　これも無料！

全部タダ！

http://pcij.org/blog/?p=1264　より



ここ数年のG8首脳サミットは、「アフリカの貧困」問題とならんで、地球温暖
化がテーマとなっていて、今年北海道洞爺湖でおこなわれるサミットでも、福
田首相が京都議定書にひきつづいて地球温暖化への取り組みで日本のリーダー
シップを発揮したいとはりきっているようだ。
　他人の住みかにゴミを落としておいて環境問題も何もないと思うのが筋だと
思うが、JPEPAに限らず人間が住む環境について問題を解決しようという名の
もとにさまざまな経済取引が行われている。

排出権取引（はいしゅつけんとりひき、英語:Emissions Trading, 略称:ET）と
は、各国や各企業ごとに温室効果ガスの排出枠を定め、排出枠に対する温室効
果ガスの削減量に応じて発行される炭素クレジットを、排出枠を越えて排出し
てしまった国や企業と取引する制度である。「排出量取引」、「排出許可証取
引」「排出証取引」とも言う。京都議定書の第17条に規定されており、温室効
果ガスの削減を補完する京都メカニズム（柔軟性措置）の1  つ。
　（環境省　排出権取引紹介ページ）
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/index.html

 ロシアやウクライナ等のように、ソ連崩壊に伴う産業の空洞化 のせいでCO2排
出量を1990年時点から25パーセント削減できた場合、環境汚染をつづけるほか
の国へその25パーセントを「売る」ことができるということになる。特に環境
汚染を減らす努力をしたわけではないのに、「起こっていたはず」のCO2の排
出を削減したという証明書の取引になってしまうことを批評家は「ホットエ
アー問題」と呼ぶ。結局これでは全体の温室効果ガスの排出は変わらないとい
うことになってしまう。

他の「環境にやさしい」投資には、共同実施（JI:Joint Implementation ） とク
リーン開発メカニズム
（CDM: Clean Development Mechanism ）がある。どちらも自国以外の国の温
室効果ガス削減プロジェクトに投資することで、自国の削減目標達成に利用で
きる制度（JIは先進国同士、CDMは発展途上国に投資する）。つまり自分の国
の排出量を削減をしていなくても、他の国の排出量削減のためのコストを負担
することで、やはり削減目標を達成したのとおなじことであるとされてしま
う。

http://www.env.go.jp/earth/ondanka/det/index.html


　重要なのは。これらのどの政策も、排出量削減のための投資を、どこでもいいから一番
コストの安いところへするように働きかけているということだ。この論理はある程度的を
得ているが、「低い場所に成る果実」ばかり集めていると批判することもできる。残念な
ことに、そのような排出量削減プロジェクトの多くは、きちんと監視されていなく、初期
の一般に大きく宣伝される頃をすぎればどうなってしまうか誰にもわからない。炭素を土
壌や森林に吸収させるのは直接的ではなく、速く成長する木とその成長を阻まない環境が
必要になる。その環境とは通常モノカルチャーのことで、多くの水、
　化学肥料や殺虫剤が必要になるということなので、これらがまた新たに社会的、環境的
な問題を作り出してしまう。

（一部　Climate Change CO2lonialism　
http://www.metamute.org/en/Climate-Change-CO2lonialismより抜粋）

 　鴨下一郎環境相 は2008年１月22日の記者会見で、当月下旬のダボス会議で国内排出権
 取引の導入を検討していることを表明する ことを発表した。 国外でも国内でも、ゴ

ミや廃棄物は貧しいところへ捨て、そこに住む人の環境や健康を汚染した上、医療や介護
の現場を直接改善することなく、「経済取引」のために医療や介護のサービスを利用する
という問題を作り出し続けている「自称」重要先進国は、問題の根源であって解決の一部
にはなれないことははっきりしている。

http://www.metamute.org/en/Climate-Change-CO2lonialism%E3%82%88%E3%82%8A%E6%8A%9C%E7%B2%8B


  反反JPEPAJPEPAアクション アクション in Davaoin Davao
フィリピンの日本領事館前での行動フィリピンの日本領事館前での行動

20072007年１１月　年１１月　2323日　日　

ＩＲＡブログ
http://irregularrhythmasylum.blogspot.com　より



参考資料参考資料

☆JPEPAはいらない―フィリピン看護士協会の声明 
NO-GATS Friends（ATTAC　Japan）

http://kongyeesaimau.blog32.fc2.com/blog-entry-126.html

☆経済連携協定（EPA）について
（化学物質問題市民研究会）

http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/jpepa_master.html

☆Japan　indymedia　
「JPEPA]で検索するといくつも記事が見れます

☆JPEPA　info　ブログ
http://jpepainfo.wordpress.com/
この冊子と連動したブログです

http://kongyeesaimau.blog32.fc2.com/blog-entry-126.html
http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/jpepa_master.html
http://jpepainfo.wordpress.com/

