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Colaboと仁藤夢乃さんを支える会賛同人メッセージ 
名前 肩書き メッセージ 

桐野 夏生 小説家 Colabo と仁藤夢乃さんの活動は、苦境に陥っている若
い女性たちに寄り添い、支えるもので、尊敬こそすれ、
攻撃されたり中傷される謂われはまったくない。 
Colabo と仁藤夢乃さんへの攻撃が、いわゆる「ネット
における誹謗中傷」の域をはるかに越えて極めて悪質
であることに驚きを感じた。事実を捏造、さらに偽造し
てまでのデマやフェイクニュースを発信する、その真
意はどこにあるのだろうか。 
ミソジニーという生やさしい言葉ではなく、激しい分
断と差別を生み出そうとする黒い悪意を感じる。その
悪意に醸成されて、犯罪が起き得ることだってある。 
公正な裁判を通して彼らの正体を見極め、罰してゆく
べきだと強く思う。 

安藤 優子 キャスター 
ジャーナリスト 

女子中高生の置かれている現状に対してしっかりと支
援の場を提供される仁藤さんとその活動が、いわれな
い誹謗や中傷によって途絶えることがあってはならな
いと思います。なぜならば、女子中高生たちの性被害は
彼女たちの人生を深く、将来にわたって傷つけるから
です。彼女たちが安全に守られるべき場所を提供する
仁藤さんの活動を応援いたします。 

北原 みのり 作家 
有限会社アジュマ代表 

悪意ある誹謗中傷がなぜ、困難を抱える女性たちとそ
の支援者に向かうのだろう。その背景には、何があるの
だろう。私自身がこの社会で苦しんできたことの根源
が、ここにあるように感じています。なぜ、「私たち」
の活動は、これほどまで叩かれなければいけないのか。
この訴訟は、仁藤夢乃さんと Colabo の活動を守るもの
であると同時に、私たちの社会がこれ以上壊れないた
めに、必要な戦いです。 

高里 鈴代 強姦救援センター・沖縄
代表 

これまでの仁藤夢乃さんを中心に活動している Colabo 
の存在は、まさに今最も必要な働きです。孤立・混迷の
中にある少女・女性たちを受け入れて生きる力を取り
戻す支援をしています。この活動への支援こそ必要で
あって、決して無くしてはなりません。 
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名前 肩書き メッセージ 
前田 佳子 公益社団法人日本女医

会 会長 
常に一番弱い立場の少女に手を差し伸べ寄り添ってき
た Colabo の活動が、心なき人たちに妨害されることが
ないように、心から応援いたします。 

浜田 敬子 ジャーナリスト 仁藤さんやColaboの活動がどれほどの女の子たちに安
心な居場所を与え、それによってどれほどの女の子が
救われてきたことか。今の日本社会になくてはならな
い活動だと思っています。仁藤さんや Colabo の皆さん
が安心して活動を続けられるよう、支援します。 

谷口 真由美 法学者 仁藤夢乃さんが活動されてきた Colabo は、社会のあら
ゆる網からこぼれおちてしまい、助けが得られない女
の子たちが、ひといきつける、いきつぎができる、とて
も貴重な場です。 
そのような活動をしている仁藤夢乃さんとColaboに対
して、卑劣な攻撃がなされていることに、深い怒りと悲
しみを禁じ得ません。 
私には、Colabo の運営は到底できないです。だからこ
そ、ここで Colabo の灯火が消えぬよう、せめて仁藤夢
乃さんと Colabo を支える者でありたいと強く思いま
す。 

麻木 久仁子 タレント・国際薬膳師 ネットで拡散する誹謗中傷により、Colabo の活動が危
険に晒されていることを深く憂慮します。 
仁藤夢乃さんをはじめ Colabo スタッフの皆さん、
Colabo と繋がる若い女性の皆さんの身の安全が確保さ
れることを、強く望みます。 

高橋 温 弁護士 私もこれまでに子どもの権利にかかわる活動でたくさ
んの子どもに会いました。虐待やいじめで家や学校に
居場所がなかったり、様々な場面で傷付いたり生きづ
らさを感じた体験を重ねている子どもたちの多くは、
とても敏感です。少し話しただけで、目の前の大人がど
んな気持ちで自分に接しているのかを見抜く力を持っ
ています。アウトリーチは、そういう子どもたちに受け
入れられなければ続けられません。Colabo や仁藤さん
の活動が「本物」であることは、実際に出会った子ども
たちが一番わかっていると思います。 
安全・安心な居場所がない若年女性と共に考え、共に行
動している Colabo と仁藤さんの活動を支持します。 
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名前 肩書き メッセージ 
小林 エリカ 作家・マンガ家 Colaboと仁藤夢乃さんがこれまで女性たちと共に活動

してきたこと、声をあげてくれたことで、この社会に
生きるわたしもまた大きな力と勇気をもらいました。 
どんなに弱い立場や状況にあったとしても、手を差し
伸べてくれる人と場所があること。利害や搾取ではな
く、共に闘い、共に生きてくれる人がいるというこ
と。Colabo と仁藤夢乃さんは実践をとおして、その大
切さをわたしに教えてくれ続けています。 
いわれなき誹謗中傷や執拗な攻撃のために、その手を
差し伸べてくれる人と場所を奪われることは、その声
がかき消されることは、わたしにとっては耐え難いこ
とです。 
わたしひとりの声は小さいかもしれないけれど、
Colaboと仁藤夢乃さんと共にここにあることを伝えた
いと思います。 

李 信恵 フリーライター 仁藤夢乃さんは、私にとって眩しく輝く、希望の光の
ような存在です。いつも勇気をもらっています。以
前、こぎつね森の家で会った時、夢乃さんは Colabo
の若い女性と一緒に参加されていました。みんなが集
い、笑い、歌い踊る中で、夢乃さんといた彼女はステ
ージの前で泣いていました。その肩を抱きしめ、一緒
に立っていた姿が忘れられません。彼女は、安心でき
る場所がここにもあると思ったのでしょうか。Colabo
という場所もまた、ひとりで立つことができない、は
かなくもろい存在の少女たちを暖かく包み込む場所だ
と思います。この社会の矛盾は、小さくより弱いもの
へと向かいます。そういった存在を可視化させ、この
社会から零れ落ちそうになる少女たちと一緒にもがき
ながら、前に進もうとする夢乃さんを私は誇りに思い
ます。大人ができることは何でしょうか。 
私は全力で Colabo と夢乃さんを支援したいと思いま
す。彼女たちは過去の私であり、これから先の社会を
作り出す光なのですから。 

宮子 あずさ 看護師・コラムニスト Colaboの活動を心より支持し、誹謗中傷、暴力など、
あらゆる妨害を許しません。 
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名前 肩書き メッセージ 
島岡 まな 大阪大学教授・副学長 困難を抱える女性支援活動を精力的に続けてきた

Colaboや仁藤夢乃さんを応援します。 
卑怯な妨害活動には、毅然と対応しましょう！ 
最後は必ず正義（弱者に寄り添う人権意識を持つ人間）
が勝つと、信じています。 

宮本 みち子 放送大学 
千葉大学名誉教授 

誰一人助ける人がいないなかで、居場所も食べるもの
もない若い女性たちを勇気をもって支援してきた
Colabo を事実を捻じ曲げて誹謗中傷する人たちに心底
怒りを感じます。Colaboを応援します。 

荘保 共子 ステップハウスとも 
認定ＮＰＯ法人 こど
もの里 

「声を上げる女性たち」への攻撃に、 
声を上げられたら、自分たちが不利になる、 
声を上げられたら、女性たちを利用できなくなるやか
らの攻撃に、 
それも、誹謗中傷という卑劣極まりない方法での攻撃
に、 
「声を上げたい女性たち」「声を上げられない女性た
ち」ともスクラムを組んで、 
「声を上げる女性たち」を支え、固守します。 
誰ひとりも‟生まれてきてくれてありがとう”と 
‟安心して生きる権利”から取り残されないために!! 

坂井 恵理 漫画家 Colabo に対する明らかなデマを流し、それを調べもせ
ず鵜呑みにして拡散し、誹謗中傷を続ける人たちは、 
居場所がない若年女性の置かれている状況や、彼女た
ちが街でどんな大人に狙われているのかを知ろうとは
しません。 
彼らにとっては、女叩きをする「いいわけ」が欲しいだ
けなのだと思います。 
私は Colabo を応援します。 
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名前 肩書き メッセージ 
吉見 義明 Fight for Justice 共同代

表 
中央大学名誉教授 

Colaboの女性支援活動に深い敬意を抱いています。 
バックラッシュに負けずに、女性支援をさらにひろげ
る運動に賛同します。 

小田原 琳 東京外国語大学教員 社会的に弱い立場に追い込まれた人やそうした人に伴
走する人を攻撃し、押しつぶしてかまわないとする文
化が醸成されてしまったことに、怒りと悲しみを覚え
ます。 
Colabo と仁藤さんへの攻撃に大きな批判の声をあげ、
その活動を支えることは、そのような文化に抗ってゆ
くことでもあると思います。 

望月 衣塑子 新聞記者 攻撃や嫌がらせを目的としたデマ情報の投稿や拡散は
到底、許されるものではない。 
もし団体の活動内容に反対ならば、言論で正面から批
判すべきであって、デマでダメージを与えて黙らせよ
うとするのは単なる業務妨害だ。そんなイジメを放置
してはならない。 

山本 耕平 佛教大学社会福祉学部 いま生じている Colabo と仁藤夢乃さんへの攻撃は，社
会的に排除された若年女性を支援する貴重な実践への
攻撃であり絶対に許すことができません。 
仁藤夢乃氏の実践は，若年女性の生きづらさが，今日の
社会の課題であることを明瞭にしてきました。 
夢乃さんのように対人援助の職にある人が向き合って
いるストレスは，並々ならないものです。この人の命を
絶えさせてはならないとの思いで実践しているのが仁
藤夢乃氏です。 
貴重な実践と実践者に対する攻撃は許すことができな
いものであり強く抗議するとともに，夢乃さんを支え
る一人になりたいと会の発足を賛同します。 

渡邉 葉 弁護士 社会的に弱い立場に置かれている女性の支援を続けて
いる仁藤夢乃さんと Colabo を応援しています。 

二瓶 由美子 元桜の聖母短期大学 
教授 

Colabo と仁藤夢乃さんの活動に敬意を表しています。
悪意に満ちた誹謗中傷に対し、断固異議を唱えます。
Colabo の活動が安全に継続されることを心から願って
います。 
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名前 肩書き メッセージ 
津富 宏 静岡県立大学教授 『ケア宣言』（大月書店）には、アネット・ベアーの言

葉として、 
「・・・男性中心的に捉えられた生活スタイルにおいて
女性の所与とされ、養育者、ケア提供者、内助者として
彼女たちが担ってきた活動を、男性たちは経済的な枠
組みと同じように、 
「そのケアを当然視し、あるいはその価値を貶め」てき
た」とある。 
たとえば、男性たちは、性的なケアを女性に求めておき
ながら、そのような「ケア」の提供や、提供する女性た
ちを蔑視してきた。 
Colabo は、このような男性の姿を映しだしてくれる鏡
である。鏡を壊そうとしているのは、自分たちの醜い姿
を直視することに耐えられない人々たちだろう。 
ケアを、正々堂々と、この社会のど真ん中におこう。新
宿の真ん中に、ケアの象徴としての、バスを置こう。そ
の光が、社会を覆いつくせるように。 

三浦 まり   困難を抱える女性たちと共に歩んできた仁藤さんや
Colabo への攻撃は、女性に対する暴力であり、根深い
女性差別が引き起こしているのだと思います。仁藤さ
んたちの貴重な活動が中断されないよう応援を続けて
いきます。 

猪瀬 浩平 明治学院大学教員 仁藤さんは、小さな声や言葉にならない叫びを聴き取
りながら、搾取や暴力のない社会をつくるために活動
を続けてきました。コロナで緊急事態宣言が出された
時も、街に立ち、家に居場所のない若者たちの立ち寄る
場をつくっていました。そのことの勇気を想います。悪
意ある言葉や暴力によって、彼女の言葉や彼女の活動、
そして彼女の存在が脅かされることを、許すことはで
きません 

小野沢 あかね 立教大学教授 Colabo と仁藤さんに対する誹謗中傷・攻撃を許しませ
ん。性売買経験当事者女性たちと連帯して、買春・性搾
取を許さないとりくみを共に続けたいと思います。 
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名前 肩書き メッセージ 
鈴木 秀洋 日本大学危機管理学部

准教授 
コラボを攻撃して何を得たいのだろう。 
この攻撃はいじめである。支配である。第三者として傍
観してはいけない｡声を上げないといけないのだと思
う｡ 
コラボが､支援者と被支援者という一方的関係性を排
し､一緒に考え､歩んでいくという姿を提示し実践し続
けていることが､どれだけ､私達の社会を安全で安心な
方向に変えてきたか｡ 
この居場所をなくしてはならない｡ 

金 富子 東京外国語大学教員 
Fight for Justice 
共同代表 

Colabo と仁藤夢乃さんは、困難を抱えた女性への支援
を一貫して行ってきた貴重で稀有な存在です。いわれ
なきデマ・誹謗中傷は許せません。直ちにやめてくださ
い。 
逆に、困難な女性たちが安心・安全に過ごせるよう、
Colabo・仁藤さんの活動に積極的な応援をして下さい。 
困難な女性たちが安心・安全に生きられる社会をつく
ることは、人権が尊重される社会を築くことだからで
す。 

浅川 達人 早稲田大学人間科学 
学術院教授 

Colabo と仁藤夢乃さんの活動に賛同し応援してきた者
のひとりとして、言われなき誹謗中傷から Colaboと仁
藤夢乃さんをお守りする会の設立に賛同いたします。 

柘植 あづみ 明治学院大学教員 女の子たちの意志と希望につながっているピンクのバ
スとその活動をしているColaboと仁藤さんへの攻撃が
あると聞いてとても悲しいです。 
「Colabo と仁藤夢乃さんを支える会」の賛同人になり
ます。 

奥村 聡 株式会社フラン 
代表取締役社長 

Colabo さんの活動は、知らなかった日本の現実を教え
てくれ、困難を抱える女性にとって不可欠な存在です。
この活動を通して日本の未来が少しでも明るくなると
信じております。 

稲塚 由美子  「隣る人」工房  Colabo と夢乃さんが続けてきた活動で、隙間に落ち込
んで「ないことにされてきた」ミソジニー社会日本の宿
痾を受けた女性たちをどれだけ rescue してきたこと
か！ 
真っ向から議論せずの誹謗中傷許せません。 
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名前 肩書き メッセージ 
池田 幸代 駒ヶ根市議会議員 

社会福祉士 
かなり執拗で組織的なバックラッシュのように感じま
すが、一言で言えば女は黙れというメッセージなのだ
と思います。 
でも、ここで怯んだら、やられたい放題になると思うの
で、しっかり踏ん張っていきたいですね。 
地方にいるため迅速な動きはできないかもしれません
が、私も共に仁藤さんたちの活動に連帯して声をあげ
たいと思います。 

上野 さやか エンパワメント・ラボ・
おきなわ 
共同代表 

少女たちの声を聴き、活動している仁藤夢乃さん、 
そして Colabo の活動を引き続き応援する気持ちと共
に、誹謗中傷等を行う人に対して抗議の声を上げます。 
私たちはそれぞれ活動する地域が離れていても、 
同じ想いを持ち共に活動してきました。 
それはこの先も変わりません。誹謗中傷に屈せず、
Colaboそして仁藤さんと共に歩み続けます。 

崔 江以子 社会福祉法人職員 困難をかかえて生きる女性を放置せず､ 
出会いを丁寧にして､ 
信頼を得て､ 
関係を結び､ 
繋がり「ひとりじゃないよ」と､ 
ともに歩んでいる Colabo や仁藤夢乃さんの活動に感
謝し RESPECTしています。 
その尊い活動を妨げる行為が決して許されない社会で
あることが､司法により示されることを信じ､願い､と
もにあります。 
前へ。前へ。ともに。 
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名前 肩書き メッセージ 
井戸 まさえ 元衆議院議員 

ジャーナリスト 
民法 772 条による無戸
籍児家族の会代表 

私は Colabo さんで、食料運搬のドライバーのボランテ
ィアをしていました。 
活動の中で、仁藤さんやスタッフの皆さんが、小さなこ
とにも心を砕いて活動しているのを身近で見てきまし
た。難しい支援の現場をいくつも抱えながら、常に女性
たちのことを一番に考え行動する仁藤さんを心から尊
敬しています。 
そんな仁藤さんや Colaboに対し、言われのないバッシ
ング、エビデンスのない中傷、言葉だけでなく物損も含
めた暴力的な攻撃が行われています。 
訴訟をすることの大変さは、私も身をもって知ってい
ます。微力ですが、仁藤さんを支え、彼女の先にいる多
くの女性たちとともに連帯します。 

大山 光子 一般社団法人あだち子
ども支援ネット 
代表理事 

仁藤夢乃さんとは、10 年来のお付き合いになります。
彼女の頑張りと前向きに進む強さが困難な状況を抱え
る若年女性の問題を社会に表面化させたと思っていま
す。 
変えなければと強く思います。これからも応援してい
きます。 

槇原 研 島根県大田市 
大田市立病院 副院長 

当方地方の総合病院勤務の産婦人科医です。 
主に若年女性の支援のために必要な情報交換から始ま
って、すでに 7 年の時間を共有しています。 
当初は個人への支援や相談業務から始まりました。 
現在では多方面への働きかけをなさっていますので、
意見の相違が誹謗中傷につながっていることが想像さ
れます。 
少なくとも私がかかわっている主に若年女性の保護や
自立を含めた支援は、公的機関の手が届かない場所で
の活動です。 
常に資金不足の中での活動を余儀なくされ、資金の流
用などありえないと想像します。 
不確実な根拠による誹謗中傷や、さらには脅迫行為に
対し反対の意を表します。 
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名前 肩書き メッセージ 
門間 美佳 藤沢女性のクリニック

もんま 
社会が不安定になったときに犠牲になるのは、いつも
女性や子供です。 
辛い立場に追いやられた女性を支えているColaboを攻
撃しないでください。 

高田 健 許すな！ 
憲法改悪・市民連絡会 

困難を抱える女性たちの貴重な支えになっている
Colabo と仁藤夢乃さんらへの卑劣な攻撃に心から怒り
を覚えます。 

石原 燃 作家 困難を抱えた女性の支援を行う活動が、バッシングに
よって妨害されることなどあってはならない。 

坂本洋子 フリージャーナリスト 
大学非常勤講師 

困難を抱えている女性を支援している仁藤夢乃さんを
誹謗中傷するなど許せないです。支える会を立ち上げ
られた有志のみなさんに敬意を表します。私にできる
ことはしたいと思います。 

古橋 綾 大学教員 声をあげる女性たちへの執拗な攻撃を許せません。 
いのまた 由美  仙台市議会議員  コラボが切り拓いてきた若年女性支援は、大切で勇気

ある活動だ。若年女性を性暴力・性搾取に合わせないよ
うに声を上げることがこんなにも攻撃対象になり、犯
罪を犯してでも妨害したいという意志が可視化されて
いる。コラボを守るために賛同します。デマを拡散する
などの妨害行為をあおることもやめるべきだ。コラボ
のピンチに黙っているわけにいかない。 

恩地 いづみ 医師 困難を抱える女性への支援事業への誹謗･中傷を憂い、
支える会が支援の輪を拡げることを支持します。 

安藤 哲也 
 

NPO 法人タイガーマス
ク基金 代表理事 
NPO 法人ファザーリン
グ・ジャパン 代表理事 

賛同いたします。 

岡本 有佳 編集者 「声をあげる女性への攻撃を可視化し、許さない」に賛
同します。 
私も表現の不自由展にあたって脅迫を受け、被害届を
出して逮捕につながった経験があります。 
差別や不当な攻撃に対して抗うことが可能な状況にあ
る人は抗うこと、その闘う行為を孤独なものにさせな
いため連帯しましょう。 
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名前 肩書き メッセージ 
睡蓮 みどり 俳優・文筆家 黙らせようと必死になって暴力をふりかざすことで、

何か自分に力があるように誤解しているかもしれませ
ん。 だけどあなたたちには何の力もない。 
卑劣な脅しにも屈しません。あなたたちに嫌われるこ
となんてちっとも怖くない。怒りの力を侮るな。 
私は仁藤夢乃さん、Colabo と連帯していきます。 

サンドラ・ヘフェリン エッセイスト 大変な立場に置かれている女性たちが、自分たちを守
るために自由に活動ができることを願っています。 
また多くの人がそれを見守る社会であってほしいで
す。 

宍戸 大裕 映像作家 Colabo で出会ったひとりひとりから、そして仁藤夢乃
さんから、自分の暮らす街で起きているひどい出来事、
変えなきゃと思う数々のことを教えられてきました。 
だれもがお腹いっぱい食べることができ、安心して眠
れる場所をつくりたい。だれもが何の条件をつけられ
ることもなく尊重され、そのままの自分でいられる社
会で暮らしたい。 
Colabo へと集うひとりひとりと仁藤夢乃さんを、心か
ら応援します。 

亀田 温子 WAＮメンバー 10 代の女の子たちが自分をみつける環境をつくること
がどれだけ大事か、仁藤さん、コラボの活動は私に気づ
かせてくれました。 
この大事な活動を進めることは、未来の素晴らしい社
会づくりに繋がります。共に前を向いて、一緒に行動
を！ 

東田 美香 sendaiろーず代表 Colaboと女の子たちに連帯します。 
Colabo を攻撃する人たちは、それによって何を得よう
としているのでしょうか。 
自分の人生が面白くないのであれば、ポジティブで楽
しいことを見つけて邁進した方が、いい人生を送れま
す。 
日本は法治国家なので、法に触れることをした場合、裁
かれる必要があります。 
適正な判断が下されることを、切に願います。 
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名前 肩書き メッセージ 
岸田 久惠 特定非営利活動法人 

猫の足あと 代表理事 
SNS 上で、さまざまな誹謗中傷や活動への妨害を知り、
私も強い憤りを感じていました。 
弱者への攻撃、差別や分断を行う卑怯な人たちの存在
が、信じられません。実際にそうした行為を行う人の背
後に、そうした行為をおもしろがったり、煽ったり、擁
護したり、黙認したりする人の存在も、活動の妨げにな
っていると思います。 
声を上げることでしか、跳ね返せません。その先頭を走
っている仁藤さんだからこそ、攻撃も執拗なのかもしれ
ませんが、微力な私も声を上げることで、少しでも力に
なればと賛同させていただきました。 

山田 不二子 医師 賛同人になります 
米田 佐知子   Colabo や仁藤さんへの攻撃は、困難を抱えた女性たち

が受けている見えにくい被害と地続きのものであり許
せないものです。 
Colabo を始めとする女性支援活動が、孤立させられる
ことのないよう、支える会に賛同します。 

八王子手をつなぐ女性の
会 

  若年女性の人権を守るために活動を続けている Colabo
や仁藤夢乃さんに対する 
卑劣な攻撃を許すことはできません。八王子手をつなぐ
女性の会は「Colabo と仁藤夢乃さんを支える会」の賛
同団体になります。 

Compass  
私たちは「買われた」展 
盛岡実行委員会 

  Colabo と仁藤さんは日本の社会が見ないふりをしてし
た問題に向き合い、女の子の居場所づくりに力を尽くし
ています。わたしたちはその活動を応援し、支援の輪を
地方にも広げていきたいと考えています。デマ、誹謗中
傷、妨害活動は許せません。Colabo と仁藤さんに岩手
県から連帯します！ 

佐藤 真子   デマや誹謗中傷に負けずに支援活動を続ける Colabo と
仁藤さん、信念の強さを心から尊敬します。卑劣なデマ
で人を傷つけ、活動の妨害をするのは許せません。
Colaboと仁藤さんに連帯します。 

奥田 裕之 未来バンク理事 仁藤さんは、社会にとって有益で貴重な活動を、勇気を
もって進めています。活動内容についての異なる意見は
あって当然ですが、誹謗中傷で彼女の歩みを止めようと
する行為は許されるべきではないと思っています。 
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名前 肩書き メッセージ 
梁 澄子 日本軍「慰安婦」問題解

決全国行動共同代表 
希望のたね基金代表理
事 

  

世良 洋子 弁護士   
大谷 恭子 弁護士   
竹谷 栄美 特定非営利活動法人ア

ットリンク奈良理事長 
フラワーデモ奈良 2（共
同）主催者 

  

藤井 純子 第九条の会ヒロシマ世
話人代表 

  

瀬戸 大作  一般社団法人反貧困ネ
ットワーク事務局長 

  

対馬 ルリ子 医療法人社団ウィミン
ズ・ウェルネス 
女性ライフクリニック
銀座・新宿 理事長 

  

林 美子 ジャーナリスト   

河原 理子 ジャーナリスト   

丹羽 雅代     

武井 由紀子 弁護士   

甲斐田 万智子 認定NPO法人国際子ど
も権利センター（シーラ
イツ）代表理事 

仁藤夢乃さんや Colaboに対するデマや誹謗中傷に抗議
します。 

上野 千鶴子 認定NPO法人ウィメン
ズアクションネットワ
ーク（WAN）理事長 

支援を必要とする少女たちを支援する人も、守られなけ
ればなりません。わたしたちが壁になる。 
不当な中傷は許しません。 

加藤 良太 市民社会スペースNGO
アクションネットワー
ク（NANCiS）コーディ
ネーター 

この間の Colabo や仁藤さんたちに対する攻撃は尋常な
ものではなく、市民社会の仲間として、とりわけ市民社
会スペース（市民・市民団体が自由に発言・活動でき、
その権利や尊厳が守られる社会のあり方）の擁護に関わ
るものとして到底看過しえません。常に現場に立ち、当
事者と共に活動する Colabo と仁藤さんたちを市民社会
の仲間としてしっかり支えていきます。 
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団体名 メッセージ 

性売買問題解決のための
全国連帯 
（慶南女性の会附属女性
人権相談所/光州女性の電
話附属ハンオルジギ/光州
女性人権支援センター/大
邱女性人権センター/木浦
女性人権支援センターデ
ィディム/セウムト/水原
女性人権トドゥム/人権支
援センターサルリム/女性
人権ティウム/人権希望カ
ンガンスルレ/全北女性人
権支援センター/済州女性
人権連帯） 
 
性売買経験当事者ネット
ワーク「ムンチ」 
（仁川「ボタリ」/全北「キ
ッシンググラミ」/釜山「ナ
リンナティ」/光州「ビョ
ルハ」/大田「ハクナマタ
タ」/大邱「イェグリナ」） 
 
シン・パクジニョン 
（『性売買のブラックホー
ル』著者） 
 
ポムナル 
（『道一つ越えたら崖っぷ
ち』著者） 

被害者支援に尽力してきた民間団体と個人に対する陰謀と暴力行為をやめろ！ 
日本政府は被害者支援団体と個人、自身の被害を証言する人々の安全に責任を負
え！ 
青少年の性搾取被害者、成人の性売買被害者、AV被害者など日本の巨大な性産業
による被害者と支援団体の声を聞け！ 
性産業の搾取的で抑圧的なシステムをきっぱりと遮断し、被害者を支援する制度
と政策を制定せよ！ 
 
国際連盟が性搾取を目的とした女性の人身売買を懸念する中で、1921 年、日本の
植民地だった朝鮮と台湾の公娼制度は維持し続けるという条件で、自国の公娼制
度を廃止した日本は、その後、日本軍慰安婦として自国の女性はもちろん、朝鮮の
女性たちを動員し、今に至るまでこの問題は「自発的な性売買」であり、日本には
責任がないと主張してきた。 
女性蔑視と嫌悪を主な内容とするポルノである AV を含む日本の性産業の市場は
15 兆～34 兆ウォンに達しており、青少年に対する JK ビジネスと呼ばれる性搾取
産業まで存在することはさらに深刻である。 
 
現在の状況は決して当たり前のものではない。 
公娼制を実施し、すべての女性たちの接客サービスを「風俗」という名で当然視し
てきて、植民地にこれを移植した歴史的な脈絡の中に作られたものであるといえ
る。 
韓国の性売買問題だけでなく、韓国から日本に人身売買された多くの女性が日本
の性売買産業の反人権的な搾取行動を証言してきた。 
 
性売買経験当事者ネットワーク「ムンチ」が「無限発説」というイベント及び書籍
と、それ以外の様々なメディアを通じて明らかにしてきた性産業の搾取構造と性
売買が内包する破壊的な本質以外にも、日本の性売買業者は広報のために女性た
ちの写真を撮り、性を買う男たちは 性売買女性を不法に撮影することが日常的に
おこっており、これらの写真や映像が、また次の金稼ぎの道具になりオンライン
で流通している。 
これにより、日本の性売買女性は性売買を辞めたとしても、生涯、性売買から利用
されてしまう。 
 
日本にはこんなにも巨大な性産業が存在しているのにもかかわらず、性売買をし
ている女性のための制度が存在しないことを私たちは知っている。  
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性搾取の被害をうけた女性たちを支援してきた仁藤夢乃さんと彼女が代表をつと
める Colabo は、厳しい状況にあっても民間からの募金と自治体のプロジェクトか
ら委託された公的なお金を使いながら国家がやってこなかった困難な仕事を担っ
てきた。この団体のおかげで安全な空間を得ることが出来た経験当事者の女性た
ちが、自分たちで「灯火」というグループを結成した。 
 
彼らとの連帯を通じて、私たちはもっとはっきりと日本の性売買女性たちの被害
の状況を理解し、日本と韓国の性売買問題の深刻性を広く知らせる活動を展開し
ていくことを約束した。 
ところが、今、日本で絶対に起きてはならないことが起きている。厳しい状況にあ
っても被害者を支援してきた団体が、陰謀と脅威を受ける深刻な状況が起きてい
るのだ。 
これまでの間、国家と社会が、性産業の搾取的状況にきちんと対応せず、被害者を
無視し、こうしたシステムを利用して富を蓄積してきた勢力が権力を持つように
なったからこのような状況が起こっているということは、あまりにも明らかであ
る。 
日本政府に要求する。これ以上待てない。 
 
すべての差別と暴力はつながっており、性売買／性搾取の被害者を保護し、支援
しない社会では、どんな人も決して安全ではないことを私たちは知っている。 
 
被害者を支援する団体と個人に対する安全を守り、すべての陰謀と暴力行為にし
っかりと対応しろ。日本政府は、被害者を支援する団体と個人、また自身の被害を
証言する人々の安全に責任を負わなければならない。 
 
青少年の性搾取被害者、成人の性売買被害者、AV被害者など、日本の巨大な性産
業による被害者と支援団体の声を聞き、性産業の搾取的で抑圧的なシステムをき
っぱりと遮断し、被害者を支援する制度と政策を作れ。 

水原女性人権ドドゥム 暗闇は光に勝つことはできません。 
嘘は真実に勝つことはできません。 
私たちは見えない絆で結ばれています。支持と連帯の力を送ります。 

（社）女性人権支援センタ
ーサルリム 
 

最初に私たちがまっさらなところから始めた反性売買の運動で戦ってきたのは連
帯する力があったから可能でした。  
私たちはいつも夢乃と、夢乃が取り組んでいる仕事が正当で正しいものであると
いうことを知っています。 
夢乃、あなたは一人じゃないという事実を忘れないでください。いつもあなたの
側で共に闘います。 
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団体名 メッセージ 

一般支援施設ナムクヌル
（木陰） 

世の中には売買できないものもあることを知らせてください。 
間違った欲望と誘惑で性搾取や犯罪は続いており、10 代の少女の夢のような未来
が踏みつけられています。 
性搾取のない日本の社会を作るために、女性の人権のために今後もあきらめず、
反性売買運動に積極的に参加してください。 
私たちも声を上げて応援しているということを忘れないでください！ 
私たちはともに進む共同体です。隣でいつも一緒に活動して行動します。 
Colaboは一人ではなく、私たちと志を共にする運命共同体です。 
いつも応援してそばにいます。被害者を支援し、彼らのために声をあげて活動す
る私たち、頑張りましょう。一緒に力を頑張りましょう。 
頑張れ！愛を込めて。Colabo！ 

人権希望カンガンスルレ 仁藤夢乃さん、そして Colabo。 
皆さんの反性売買の活動が、この状況で止まらないように、韓国からも応援し支
持します。 
性売買により多くの女性が人権侵害と性搾取にあっていますが、その女性に代わ
り、皆さんが見せている歩みは個人にとどまらず社会に大きな影響力を及ぼしま
す。 
だから安全に！堂々と！ 
これまでやってきたように皆さんの活動を。私たちの活動を続けてください！ 

月光工房自活支援センタ
ー 
活動家一同 

Colaboと仁藤夢乃さんに対する反対勢力の攻撃が激化し、深刻な状況であること
が分かりました。 
性搾取加害者を非難するのではなく、むしろ被害者支援団体を攻撃する日本の状
況が非常に残念です。性売買と性搾取のある世界にジェンダー平等はありません。
間違ったことを正すために、様々な噂や脅迫にも屈せず、正しい道に向かって進
む日本の Colaboと仁藤夢乃さんに応援の声を伝えたいです。 
私たちは Colaboの反性売買運動を応援して支持します。 

ヒヒナクナク相談所 
活動家一同 

私たちは、私たちの未来であり、財産である青少年が安全に世界を生きることが
できるようにする義務があります。 
青少年たちの性搾取が深刻な日本で、困難の中でも貴重な歩みを続けて重要な役
割をしている Colabo を応援します。 
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名前 肩書 メッセージ 

チョン・ヒジョン サルリム相談所 Colaboで活動されているすべての方々、こんにちは。 
私は韓国の反性搾取団体であるサルリムの相談所の活動
家、チョン・ヒジョンです。 
サルリムの相談所は韓国でも釜山ワノォル洞という最も
古く大きい性売買集結地の近くで多様な支援と幅広い活
動をしています。 
私は日本での反性売買運動が世論の支持を受けられない
だけでなく、右翼勢力や男性のショービニスト（排他主義
者）による攻撃の対象となっているという事実にショック
を受けました。 
しかし、同時に、Colabo のような団体がある限り日本の市
民たちと力を合わせて、変化を遂げていけるという希望も
持っています。 
私も東アジアの根深い家父長文化の下で生きてきた韓国
の女性として、Colaboに連帯の心と、力強い応援の拍手を
送ります。 
Colaboの皆様の安全と健康を祈ります。 

キム・ボンシム サルリム相談所 日本で反性売買運動をするのは大変でしょうに、ぜひ気を
落とさないで叫んでください。 
今は韓国と日本で私たちが叫ぶ声が小さいとしても、大き
な声になるまで共に叫びましょう。 
夢乃さん、身体に気を付けてまた会う日まで共に闘いまし
ょう！ 
Colabo頑張れ！灯火頑張れ！  

ウィ・エソン サルリム相談所 小さなしずくが集まって大きな海になるというように、私
たちの小さな叫びが大きな嵐になるでしょう。 
あなたの後ろには連帯の力があります。 
負けません。 
勝つでしょう！ 
歴史が証明するでしょう！ 

イ・ヒア 仁川イッダセンター 攻撃されている方々の状況を聞きました。  
遠く離れても悲しみと痛みが伝わります。 
みんながあなたの行動に志を傾け、共に活動するために小
さな応援のメッセージを送りたいです。 
日本で頑張っているあなたを忘れずに、あなたのすべての
行動を応援します。 
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名前 肩書 メッセージ 
イ・ソンヒ 仁川イッダセンター つらく孤独な闘いをしている仁藤夢乃さんに韓国の仁川

から力を送ります。 
私は韓国の仁川で 10 代の性搾取被害者の相談を受ける活
動をしている反性売買の活動家です。 
去る 9 月、韓国に訪問された仁藤夢乃さんは、性売買につ
いて被害者を保護し支援し、女性を処罰せず、斡旋者と性
を買う男を処罰しなければならないというノルディック
モデルへと法律を改正させるための運動を展開する韓国
の活動家たちの活動に応援してくれた姿を覚えています。 
性売買のつらい歴史は韓国よりも古く、もっと深刻な日本
で厳しく反性売買運動をしている仁藤夢乃さんに誹謗と
虚偽の事実で攻撃する勢力がいると聞き、悲しく怒りに震
えます。 
日本で反性売買運動の志をともにする人たちは少ないで
すが、ここ韓国からあなたを応援し支持する私たちがいる
ので頑張ってください。 
そして何より仁藤夢乃さんの安全が保障され、健康である
ことを願っています。平安な一日一日を過ごせるように、
代わりに祈ります。 

チョン・ヨジン 仁川イッダセンター 日本の当事者の活動に反する攻撃や脅迫のためにとても
つらい状況におかれていることと思います。すべての歩み
を応援して支持します。 

イ・ユンヒ 仁川イッダセンター 韓国と日本は近くて遠い国と言いますが、今日、あなたた
ちの話を聞いて、私たちと似ている姿に、より一層、悲し
い気持ちになりました。 
異なる文化や風習の中で暮らしていても、結局、女性の位
置はまったく同じなのでしょうか…。 
身体は遠くにいますが、心で一緒に手を握り、闘います。 

ソン・ユラ 仁川イッダセンター 一人で大変で苦しい闘いをしている仁藤夢乃代表！ 韓
国の反性売買活動家たちも遠くからあなたを支持してい
ます。現在、代表が体験している、不合理で非理性的な状
況に私たちも怒っていることを伝えます。 
遠く離れた場所からでもあなたの活動に関心を寄せ、一緒
に闘おうとしている人がたくさんいることを覚えておい
てください。私たちの小さな声一つ一つが集まって、小さ
くない慰めと力になることを願っています。 
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名前 肩書 メッセージ 

一般支援施設ナムクヌル
（木陰）スタッフ 

 
日本の当事者活動家たちの終わりが見えない闘い。 
つらい道のりで、恐ろしく怖いですが、今の始まりがいつ
か大きな光になる日が必ず来ると信じています。  
頑張ってください～！ 

一般支援施設ナムクヌル
（木陰） 

 
最近オンライン上で多くの誹謗中傷が飛び交うなかで、手
本となり、きっぱりとした法的措置を取ることを応援して
います。 
歪曲され操作された事実を明らかにしてほしいです。 
同じ目的を持っている多くの人たちが共にいることを忘
れずに、頑張ってください。 

一般支援施設ナムクヌル
（木陰）スタッフ 

 
頑張ってください。 
あきらめなければ、いつか共に闘う日が来ると思います。 
私たちもいつも応援します。 

 


