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１．仕事のこと
２．日本語のこと
３．将来のこと

VTR 約４分
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日本に暮らしている難民の声（男・女各１名）



難民事業本部による難民支援

●日本政府は、インドシナ難民の定住受入れを決定し、1979年７月、内閣にインドシナ難民対策
連絡調整会議を設置。同年１１月、アジア福祉教育財団に難民事業本部を設立。難民の定住促進
のための事業を委託。

難民事業本部設立の経緯

日本の難民受け入れ

915人（1982年～）
注：難民条約、議定書に基づく出入国管理法上の規定
により我が国政府が難民として認定した者。

条約難民

11,319人 (1978年～2005年)
ベトナム人 8,656人 カンボジア人 1,357人
ラオス人 1,306人

インドシナ難民

７０家族2２９人 （2010年～）
2010年～20１９年 タイ・マレーシアから受入れ

20２０年～ アジア地域から受け入れ

第三国定住難民

難民事業本部の役割

●インドシナ難民の定住支援

●条約難民の定住支援

●第三国定住難民の定住支援

●難民認定申請者に対する生活支援

●定住者への生活支援

●定住者への日本語学習支援

●定住者への就労支援

●難民認定申請者に対する保護措置の実施

【
４
つ
の
事
業
】

【
４
つ
の
分
野
】

入管庁より委託され、以下の業務を実施

ア． 一時滞在場所等の確保に関する業務

イ．検疫所指定の待機場所、一時滞在場所、その他受
け入れ施設等への避難民の運送に関する業務

ウ．避難民に対する生活支援その他相談対応等に関す
る業務

エ．避難民に対する食事提供に関する業務

オ．上記アからエの実施に当たって必要となる翻訳・
通訳等に関する業務

ウクライナ避難民
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迫害や紛争により
故郷を追われた人
の数

8,930万人
(2021年末）

出典：UNHCR, 
Global Trends 
2020



日本の難民受入れ体制
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定住支援、難民認定申請者への保護措置
生活ガイダンス等



インドシナ難民 １１,３１９人
（受け入れを終了した2005年12月31日まで）

条 約 難 民 ９１５人
（2021年12月末現在）

第三国定住難民 ７０家族２２９人
（2022年10月31日現在）

日本の難民受入れ総数：１２,４６３人
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１．インドシナ難民

7



8

1975年 日本に初めてボートピープルが上陸
1978年 インドシナ難民の受入れを閣議了解で決定
1979年 アジア福祉教育財団に定住支援事業を委託



インドシナ難民の定住状況
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2019年3月31日現在
難民事業本部調べ
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1981年 加入

1982年

・ 日本で難民条約・議定書が発効

・「出入国管理及び難民認定法」の
施行により難民認定制度が導入

2002年

・ 閣議了解（「難民対策について」）
により新たに条約難民への定住支援
の実施を決定（2003年より開始）

２．条約難民
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難民の定義

●難民条約（１９５１年採択）
●難民の地位に関する議定書（１９６７年採択）

・人種、宗教、国籍、政治的意見
・特定の社会集団の構成員に属すること
を理由に迫害を受けるおそれがあり、

・国籍国外の国にいる
・国籍国の保護を受けることができない、望まない
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（参考）難民認定者・申請者数
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●難民認定申請者数等 (単位：人）

●国籍別難民認定申請者数の推移（上位５か国）

(出入国在留管理庁資料による）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R１ R2 R3

申請数 1,867 2,545 3,260 5,000 7,586 10,901 19,629 10,493 10,375 3,936 2,143

認定 21 18 6 11 27 28 40 42 44 47 74

人道配慮 248 112 151 110 79 97 45 40 37 44 580

H29 人 H30 人 R１ 人 R2 人 R3 人

1 フィリピン 4,895 ネパール 1,713 スリランカ 1,530 トルコ 836 ミャンマー 612

2 ベトナム 3,116 スリランカ 1,551 トルコ 1,331 ミャンマー 602 トルコ 510

3 スリランカ 2,226 カンボジア 961 カンボジア 1,321 ネパール 466 カンボジア 438

4 インドネシア 2,038 フィリピン 860 ネパール 1,256 カンボジア 414 スリランカ 156

5 ネパール 1,451 パキスタン 720 パキスタン 971 スリランカ 370 パキスタン 89



３．第三国定住難民

2010年よりタイ（10～14年）・マレーシア（15～19年）に滞在するミャン
マー難民，2020年からアジア地域に一時滞在する難民を受け入れています
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タイ・メーラ難民キャンプ



難民問題の恒久的解決
（Durable Solutions）

① 自主帰還

（Repatriation）

② 第一次庇護国への定住

（Reintegration）

③ 第三国定住

（Resettlement）
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◆平成20年12月の閣議了解及び難民対策連絡調整会議の決定に基づき
平成22年度より開始。

◆平成22年度から同26年度までは、タイの難民キャンプに滞在するミャ
ンマー難民，平成27年度から平成31年度までは、マレーシアに滞在す
るミャンマー難民を受入れた。これまでに、5４世帯２００人受入れ。
令和元年6月の閣議了解等変更に基づき、
令和2年度以降はアジア地域に滞在する難民及び第三国定住により受け
入れた難民の親族を対象として年１～２回受入れる予定。

◆受入れ人数は，60人以内／年 ※令和元年度までは30人以内／年

◆これまでは首都圏を中心としてきたが、今後は、全国規模での難民への
理解促進等の観点から首都圏以外の自治体への定住を積極的に検討。
定住先の主な要件は、①難民を雇用する職場、②難民の収入に見合った
住居、③(幼児がいる難民家族について)入所可能な保育所、④日本語学
習環境があること、⑤自転車又は公共交通機関で生活が可能であること。

第三国定住事業の概要
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◆難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民
を当初庇護を求めた国から、新たに受入れに
合意した第三国に移動させ、長期的な滞在権
利を与えること

第三国定住とは

◆自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ
難民問題の恒久的解決策の一つ

◆国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）は、
難民問題に関する負担分担の適正化の観点か
ら第三国定住を重視し、我が国を含む各国に
対してその受入れを要請

◆国際貢献及び人道支援の観点から実施

◆我が国はアジア初の第三国定住による難民の
受入れ国

第三国定住の意義

◆内閣に設置された難民対策連絡調整会議の
構成省庁において、難民の受け入れ事業を
実施

※「難民対策連絡調整会議」構成省庁：内閣官房、
総務省、警察庁、法務省、外務省、文科省、厚労省等)

政府の受入れ体制

受入年度 受入人数（世帯数） 当初の定住先

第１陣 平成２２年 ２７人（５世帯） 三重県鈴鹿市（３世帯），千葉県東金市（２世帯）

第２陣 平成２３年 １８人（４世帯） 埼玉県三郷市

第３陣 平成２４年 ０人（難民側の意向により辞退）

第４陣 平成２５年 １８人（４世帯） 埼玉県春日部市

第５陣 平成２６年 ２３人（５世帯） 千葉県千葉市

第６陣 平成２７年 １９人（６世帯） 千葉県千葉市

第７陣 平成２８年 １８人（７世帯） 千葉県千葉市

第８陣 平成２９年 ２９人（８世帯） 広島県呉市（５世帯），神奈川県藤沢市（３世帯）

第９陣 平成３０年 ２２人（５世帯） 兵庫県神戸市

第10陣 令和元年 ２０人（６世帯） 愛知県名古屋市（４世帯），春日井市（２世帯）

第11陣 令和３年 ６人（４世帯） 調整中

令 和 ４ 年 ４ 月
外 務 省

事業概要



定住支援プログラム

●定住支援プログラムは難民事業本部が実施します
実施期間：約180日間 月-金 9：30-15：50

都内定住支援施設で実施。 難民は施設近隣の宿泊施設から通学。

●日本語教育
572授業時間※

日常生活に必要な日本語（聞
く・話す・読む・書く）の習得。

●職業相談・紹介

入国 定住支援プログラム（東京都内） 転居 定住後の支援（定住先地域）

●生活ガイダンス
120授業時間※

日本の生活に必要な知識を通訳
を介して指導。

◆指導内容例
・ごみの出し方 ・日本の法律
・医療・健康管理 ・防災知識

・社会保障制度 ・日本文化など

◆学校体験（児童のみ）
施設近隣の小学校で数週間体験入
学を実施。

※1授業時間＝45分

専門の相談員が職業相談・職業あっせ
んを実施。履歴書の書き方、面接の受け
方、職場見学や就職後の指導も行う。

地域定住支援

●日本語教育支援
地域で難民が日本語学習を継続できる
環境を整備するとともに、難民を受入れてく
ださる地域の日本語教室へ支援を行いま
す。

●日常生活支援
転入・新生活開始に伴う諸手続き
の支援、通学・通勤の指導、ゴミ出し
など日常生活のルールの指導、病院
受診の補助などを行います。

●職場での支援
難民の雇用企業および雇用を予定し
ている企業に対して、助成金を支給す
るほか、就職後も職場に適応できるよう、
専門のスタッフによる相談や支援等のア
フターケアを実施しています。

教室での学習風景

様々な業種で活躍

日常生活支援

地域イベントへの参加

第三国定住難民の入国から定住までの支援の流れ

◆大人クラス
進度別少人数
教育体制。

◆子どもクラス
教科内容を取り
入れた授業を実
施。

●定住後は地域定住支援団体が支援します
地域定住支援団体（支援員）として難民事業本部から委嘱を
受けた団体や個人が、難民が定住先地域で生活を開始・継続する
にあたって、必要となる様々な支援を行います。
また、難民事業本部と地域定住支援団体が連携して必要に応じ
て通訳支援を実施します。

未就学年齢児童には保育士による保育を実施

●定住に向けた準備

定住先地域での住居の確保、就労先の確保、保育所・学校等への
受け入れに向けた調整（自治体等関係機関と連携して実施）



入国後オリエンテーション
（例：住民登録）

日本語（子どもクラス）

２．日本語教育

・約６か月間で５７２授業時間（１授業時
間：４５分）の日本語の授業を実施

・クラスはレベル別に分けられ、日本社会
で自立した生活を営むために必要な、
基本的な日本語能力の習得が目標

１．入国後オリエンテーション
（対象：第三国定住難民）

・日本での新しい生活をスムーズに始める
ため、入国直後の約１週間実施

・生活情報の紹介（家電の使い方、ごみ
分別、交通ルールなど）、健康診断の
受診（感染症、既往症、治療費等の
確認）、住民登録等の手続きなど



日本語教育

➣日本社会で日常生活を営むために必要な日本語の基礎４技能（聞く・話す・読む・書く）の習得。

➣職場生活／学校生活を送るために必要な日本語の基礎能力の習得。

➣日本への定住促進及び円滑化のために必要な日本社会における生活様式、社会習慣等につ
いての基礎的な知識の習得。

目標

特徴

➣日本語のみを使用した直接法。
➣日本語能力に応じた少人数教育体制

➣第三国定住難民コースには、学齢期の児
童を対象とした子どもクラスを設置。

学校体験の様子(第三国定住難民コース）
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学習発表会

学習のまとめとして、コース修了前に「学習発表会」を開催。
➣プログラム中に協力頂いた地元の方々や政府・区役所の関係者等を招いて実施。
➣参列者からは、難民の日本語の上達ぶりに高い評価が寄せられている。

オンラインでの学習発表会



就職あっせん

生活ガイダンス（例：交通指導）
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３．生活ガイダンス

・約６か月間で１２０授業時間（１授業時
間：４５分）の講座を実施

・日本の社会制度や習慣、マナー、安全・
健康管理、日常生活、近所付き合い、地域
住民との交流、学校・保育所との連絡など
日本での生活を始める上で必要となる知識
の習得

４．就労先のあっせん等

・就職の準備として、履歴書の書き方のレク
チャーや面接の練習指導、様々な職種の
紹介や職場見学などを行う

・定住支援プログラムの修了後は、必要に応
じて「職場適応訓練」期間を設け、就労に
不安がある方に対しては、実際の職場環境
に円滑に適応していけるようサポート
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第三国定住難民の定住地に必要な社会環境

①難民を雇用する職場があること

②難民の収入に見合った住居
保証人が不要で初期費用が安価な住居

③(幼児がいる難民家族について)入所可能な保育所があること

④日本語学習環境があること

⑤自転車又は公共交通機関で生活が可能であること。
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第三国定住難民の当初の定住先地域

平成29年度～ 地方展開により首都圏以外の地域へ



地域での日本語学習
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・大学生による学習支援を実施している地域もある。
・2020年以降オンライン学習の導入も進んでいる。

難民を受け入れた定住地での支援



地域での交流

自国の料理を紹介 夏祭りの準備に参加し、民族舞踊を披露
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難民を受け入れた定住地での支援



１．「支援」と「自立」
⇒どこまで・いつまで支援をするべきか

２．「難民性」への配慮
⇒母国での迫害から逃れてきた事情に留意する必要
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日本への定住を支援する難しさ



難民の方々が日本に円滑に定着できるよう
支援を続けてまいります

ご清聴ありがとうございました

難民事業本部

Refugee Assistance  Headquarters
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