Trump’s Latest
Immigration Ploy
英語を話せない人はいらない？
米国の“移民半減法案”が波紋
8 月2日、共和党のコットン上院議員とパーデュー上院議員が、移民制度改革法案を提案した。
「ポイント制」を導入して教育水準や英語力、年齢などに基づいてポイントを付与し、
英語が話せて高い技能を持つ移民を優先的に受け入れるという。たとえば、20 代なら6〜10 ポイント、

50 歳を超えるとポイントはゼロだ。英語力が規定水準の60% 未満の場合もポイントはゼロである。
また、移民の血縁関係者への永住権付与を未成年や配偶者に絞り、グリーンカードの発行数を
今後10 年間で半減させるという。トランプ大統領はこの法案を支持しているが、
共和党議員の中にも法案への反対者は多く、議会で成立するのは難しいとみられている。
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87 トランプ氏が合法移民削減法案を支持
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