
 
 

難民条約 60 周年に係る NGO の提言 

 

官民連携のさらなる強化を 

 

人道支援文化の醸成へ 

 

はじめに 

日本の NGO は中立・公平性に重視しつつ、日本人職員を人道支援の最前線に常駐させながら

継続的な支援を草の根レベルで展開しており、国際的にも高い評価を受けている。さらに、東日本

震災の支援活動においては、多くの国際協力 NGO が海外での支援活動の経験を活かし、緊急人

道支援に大きな役割を果たした。 

 

 近年の ODA における官民連携の事例として、南スーダンとアフガニスタンにおける支援事業が特

筆に値する。南スーダンでは10団体以上が、ジャパン・プラットフォーム（JPF）加盟団体として、ある

いは UNHCR のパートナーとして、さまざまな分野の支援を実施し、帰還民の再統合と社会の復興

を促してきた。また、アフガニスタンでは、治安が安定せず邦人職員の長期駐在が難しい中、倦ま

ず弛まず平和構築と社会再建に取り組んでいる。 

 これまでも各地の自然災害において、積極的に被災地域への支援を実施してきたが、近年ではハ

イチ地震（2010 年）やパキスタン水害（2010 年）などの政治経済的背景によって複合化された人道

危機においても、背景に配慮しためざましい働きを見せた。そして、今般の東アフリカ地域における

干ばつ・食糧危機においても、政府機関や国連諸機関との迅速な連携のもと、ソマリア難民支援も

含めて、支援活動に乗り出しつつある。 

 

 しかしながら、諸外国の NGO と比較して、日本の NGO は資金面等運営基盤が著しく脆弱であり、

継続的な支援活動の実施に問題を生じさせている。 

 近年の人道危機の長期化・複雑化、要因の複合化、そして紛争形態および当事者の多様化に対

応するために、職員の安全確保と危機管理能力の強化がいっそう必要とされる。 

 このような認識のもと、日本が人道支援大国として国際社会に貢献するため、NGO は政府機関と

一層の連携をとりつつ、運営体制を強化してゆくことが望まれる。資金力、人材の確保といった現在

直面する課題を乗り越えて、日本の NGO は、人道支援の実施主体として効果的かつ効率的に活動

することができる。 

 そのために、NGO による努力のみならず、関係諸官庁の連携によって人材を輩出しうるより充実し

た教育環境を早期に確立し、さらに人道支援文化とも呼ぶべき土壌を醸成する必要がある。 

 

提言 

 

提言１：日本の NGO の優れた特性・ノウハウの活用 



 
NGO の特色は、活動の自発性、機動性、効率性、柔軟性、専門性や草の根志向にある。

また、諸外国と比較した日本の NGO の特性としては、劣悪な生活環境下においても駐在

職員を配置し、地域住民や現地職員を、その国の将来を担う有用の人材として育成してい

る点が挙げられる。 

したがって、常に草の根レベルに拠点をおく NGO の目線およびネットワーク力を活用し、政

府にあってはより質の高い ODA の実施のために、NGO との一層の連携を実現されたい。 

 

別添資料：世界における日本の NGO の難民・避難民保護および支援活動 

 

提言２：難民等を含む国際協力教育重点拠点を展開 

● 日本の国際協力教育政策を推進するため、地方自治体・教育機関とも連携しつつ、各

都道府県に国際協力教育モデル校を設置する。 

● 将来的に、初等から高等教育のカリキュラムに、人道支援に関する要素を取り入れた

教育を義務化する。とくに、日本国内の難民についての理解を促進するような要素を取

り入れる。 

● 児童・生徒が書籍からだけでは得ることができない情報を提供することを目的とし、人

道支援・国際協力に携わる職業人の活動を紹介する機会を取り入れる。 

 

提言３：知的交流の促進 

● 難民等に関する国際会議の日本開催を推進し、日本と各国の有識者・NGOとの情報共

有とネットワーク構築を促進する。 

● 日本政府・地方自治体・教育機関・NGO・民間企業が一堂に会し、日本の国際協力教

育の取り組みに関するタスクフォースを設置し、ネットワーク構築を促進する。 

● 衆参両議院および政府機関の ODA 関連委員会の視察先として、先進的な国際協力教

育を実施している国を含める。 

 

２０１１年１０月１日 

以上 

日本 UNHCR･NGO 評議会 (J-FUN) 
別途資料：J-FUN の目的と参加団体 
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日本国際ボランティアセンター (JVC) 

ワールド･ビジョン･ジャパン (WVJ) 



[UNOFFICIAL TRANSLATION IN ENGLISH] 
NGO’s Proposal on the Occasion of 60th Anniversary of the Convention Relating to the 

Status of Refugees 
 

Further Enhancement of the Government and the Civil Society Partnership 
Fostering a Culture of Humanitarian Assistance 

 
Introduction 
 
Japanese NGOs  have  acquired  international  reputation  for  their  respect  of  neutrality  and 
impartiality  in  the  operations  and  for  their  continuous  grassroots  /  community  based 
humanitarian  assistance  by  placing  resident  Japanese  officers  at  the  frontline  of 
humanitarian  operations.  During  the  emergency  response  to  the  Great  East  Japan 
Earthquake, many  international cooperation  Japanese NGOs made significant contributions 
to the emergency humanitarian assistance by utilising their overseas experiences.   
 

It is worth mentioning humanitarian operations in South Sudan and Afghanistan as examples 
of  the  government  and  civil  society  partnership  in  the  field  of ODA  (official  development 
assistance).  In  South  Sudan,  as  Japan  Platform member  NGOs  or  UNHCR’s  implementing 
partners (or both), more than 10 organisations have provided assistance in various sectors in 
order  to  assist  the  reintegration  of  returnees  and  the  recovery  of  communities.  In 
Afghanistan,  Japanese  NGOs  have  been  continuously  working  for  the  peacebuilding  and 
reconstruction of  communities even  though  they  cannot  secure  the presence of  Japanese 
officers in the operations due to the security. 
 
Japanese NGOs have actively provided assistance to areas affected by natural disasters in the 
past.  In  recent  years,  NGOs  have  also  made  remarkable  contributions  during  the  Haiti 
earthquake  (2010)  and  Pakistan  flood  (2010),  with  due  consideration  on  political  and 
economic issues that complicated those humanitarian crises. In the similar context, Japanese 
NGOs are on the process of delivering assistance to the drought and famine affected areas in 
the  East  Africa,  including  the  Somali  refugees,  through  effective  coordination  with  the 
government and UN agencies. 
 
However, compared to other (European and US) international NGOs, the weak organisational 
and  funding  capacities  of  Japanese  NGOs  have  hampered  continuous  humanitarian 
operations in these areas. 
 
In order to respond to the protracted and complex humanitarian crisis, complexity of factors 
and diversification of  conflicts  and belligerents,  it  is necessary  to  secure  the  safety of  aid 
workers and reinforce the security risk management capacity of the organisations. 
 
Based on abovementioned  recognition,  it  is desirable  for NGOs  to  further strengthen  their 
partnership with the government agencies to enhance their operational capacity, which will 
in  the end enhance  the  Japan’s humanitarian  role  in  the  international society. Overcoming 
the current challenges related to financial capacity and human resource will enable Japanese 
NGOs to become driving agents for effective and efficient humanitarian operations. 
 
In  this  context,  it  is  also  necessary  to  establish  an  educational  environment,  not  only  by 
NGOs  but  also  by  the  related  government  ministries  and  agencies,  which  can  produce 
humanitarian  personnel  resources  and  further  foster  an  environment  for  a  culture  of 
humanitarian assistance. 



 

Proposal 
 
Proposal 1:  Utilise Japanese NGOs' Advantages and Experiences 
 
The characteristics of NGO are  its spontaneity, mobility, efficiency,  flexibility, expertise and 
grassroots/community‐based  approach.  Furthermore,  Japanese  NGOs  characteristics 
(compared  to  other  international  NGOs)  are  the  posting  of  Japanese  expatriates  in  the 
frontline operations  regardless of  severity of  the  situations, and  their  focus on developing 
human resources of local staffs and residents who can contribute to the country's future. 
 
Therefore,  the paper will propose  the government  to  further enhance  its partnership with 
NGOs  in  order  to  utilise  their  grassroots/community‐based  perspectives  and  networks, 
resulting to effective implementation of Japanese ODA. 
 
Appendix: Refugee and IDP protections and assistance by Japanese NGOs worldwide 
 
Proposal  2:  Establish Model  Schools  Focusing  on  International  Cooperation  and  Forced 
Displacement Issues 
 
 In  order  to  advocate  a  policy  for  international  cooperation  education, model  schools 

should  be  established  in  each  prefecture  in  cooperation  with  municipalities  and 
educational institutions. 

 In the future, programs related to humanitarian assistance should be introduced into the 
compulsory  education  curricula  at  the  primary  and  higher  levels.  Above  all,  school 
curricula should incorporate programs for raising awareness on domestic asylum issues. 

 The school curricula should also  include opportunities where students can  interact with 
humanitarian aid workers to understand humanitarian and  international  issues “beyond 
the classroom walls”. 

 

Proposal 3： Foster Intellectual Exchanges 
 
 Promote international conferences on forced displacement in Japan in order to facilitate 

information  sharing  and  networking  among  Japanese  and  international  academia  and 
NGOs. 

 Establish  a  (multi‐stakeholder)  taskforce  on  international  cooperation  education  and 
network  formation,  involving  the  Government  of  Japan,  municipalities,  educational 
institutions, NGOs and private sectors. 

 Include  countries with  progressive  international  cooperation  education  as  destinations 
for ODA related missions by both the House of Representatives and House of Councillors. 
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Japan Forum for UNHCR and NGOs (J‐FUN) 
Appendix： The purpose of J‐FUN and Member Organisations 

 
Coordinating Organizations (in alphabetical order) 

 ADRA Japan (ADRA Japan) 
 Japan International Volunteer Center (JVC) 

 World Vision Japan (WVJ) 
 



 

 

Japan Forum for UNHCR and NGOs 
日本UNHCR・NGO評議会 

 
1950 年に国連総会で採択された UNHCR 事務所規程でも予見されたように、難民の支援･保

護とその恒久的解決を図る UNHCR の任務遂行には民間機関（private organizations）との緊

密な連携が不可欠であると考えられてきました。 
 
UNHCR は NGO を人道支援活動の単なる委託機関としてではなく、｢パートナー｣としての関係

を構築してきました。毎年 10 月にジュネーブ本部で開催される執行委員会に合わせた NGO と

の定期協議など、UNHCR と NGO との協力関係は現場以外でも盛んに行われています。 
 
J-FUN (Japan Forum for UNHCR and NGOs - 日本 UNHCR・NGO 評議会)とは、難民保護

と人道支援に従事する団体が自由に参加できる開かれたフォーラムとして、2006 年 6 月 20 日

の｢世界難民の日｣に設立されました。情報の交換と発信、政策提言、広報活動、人員交流、共

同イベントの計画･実施、そして長期的には難民問題や人道支援に関わる団体の認知度を向上

し、難民保護･人道支援活動が実施しやすい環境整備を目指しています。 
 
J-FUN の運営は UNHCR と NGO から毎年選出された共同議長によって行われ、UNHCR 駐

日事務所が事務局の機能を提供しています。J-FUN は主に政策提言 (アドボカシー)、広報･イ

ベント、そして支援活動に関する情報共有を中心に、UNHCR と NGO の現場におけるパートナ

ーシップの拡大、NGO などによる人道支援活動のための環境整備、難民や人道支援に関する

啓発活動を目指しています。 
 
J-FUN は UNHCR と NGO 両者の協力関係が厳しいルールによって限定されてしまうような融

通のきかないものではなく、今もなお進行中のすべての可能性に対して柔軟なプロセスである

ことを目指しています。参加資格も難民保護･支援活動に関わっていて、J-FUN 会合への定期

的な参加が可能であることだけが条件となっています。 
 

J-FUN 提言書取りまとめ団体 
 

日本国際ボランティアセンター (JVC) 
ワールド･ビジョン･ジャパン (WVJ) 

アドラ･ジャパン (ADRA Japan) 
 

J-FUN 参加団体 (2011 年 10 月現在) 
 

難民を助ける会 (AAR) 日本国際ボランティアセンター (JVC) 
アドラ･ジャパン (ADRA Japan) 無料塾 (MJ) 
緑のサヘル (AGS) 難民ナウ (NN) 
アフリカ日本協議会 (AJF) ピースウインズ･ジャパン (PWJ) 
アムダ社会開発機構 (AMDA-MINDS) 難民自立支援ネットワーク (REN) 
ブリッジ エーシア ジャパン (BAJ) 国際難民支援会 (RIJ) 
BHN テレコム支援協議会 (BHN) アジア福祉教育財団 難民事業本部 (RHQ) 
ケア･インターナショナル ジャパン (CIJ) セーブ･ザ･チルドレン･ジャパン (SCJ) 
国際協力 NGO センター (JANIC) シャンティ国際ボランティア会 (SVA) 
難民支援協会 (JAR) ワールド･ビジョン･ジャパン (WVJ) 
ジェン (JEN) J-FUN ユース (J-FUN Youth) 
日本イラク医療支援ネットワーク (JIM-NET) 国連 UNHCR 協会 (J4U) 
日本赤十字社 (JRCS) 国連難民高等弁務官駐日事務所 (UNHCR) 
 



世界における日本 NGO の難民･避難民保護および支援活動 (参考資料: 2011 年 11 月時点) 
団体名 活動国･地域  主要な支援対象者 主要な活動分野 

 海外事業 (37 団体、80 事業以上) 
アフガニスタン (カブール) 帰還民  地雷対策、障害者支援 
スーダン (南コルドファン) 難民、国内避難民  地雷対策 
南スーダン (東エクアトリア) 帰還民、国内避難民  水･衛生、保健(母子保健、マラリア) 
パキスタン (ハイバル・パフトゥーンハー) 難民、国内避難民  教育、保健 
パキスタン (ハイバル・パフトゥーンハー) 国内避難民(災害)  物資配布、教育、保健 
スリランカ (ワウニア) 帰還民、国内避難民  地雷対策を含む障害者支援 
ケニア (ダダーブ) 難民  教育 

難民を助ける会(AAR JAPAN) 

ハイチ (ポルトープランス) 国内避難民(災害)  障害者への教育、医療支援 
南スーダン (アッパーナイル) 帰還民  帰還支援、食糧、教育、職業訓練、衛生、HIV 予防 アドラ･ジャパン (ADRA Japan) 
アフガニスタン (カブール) 帰還民  学校支援、衛生 

緑のサヘル (AGS) タンザニア (キゴマ) 難民  環境保全、植樹 
ジブチ (アリアデ) 難民  食糧、支援物資配布、医療、母子保健、栄養、衛生、環境改善 AMDA & AMDA 社会開発機構 (AMDA-

MINDS) ネパール (ダマック) 難民  医療、保健･栄養、母子保健、心のケア 
ブリッジ エーシア ジャパン (BAJ) ミャンマー (ラカイン) 

ミャンマー (カレン、モン、タニンダリ管区) 
帰還民 
国内避難民 

 教育、保健衛生、ロジ、水・衛生 
 水供給 

アフガニスタン (バルフ) 難民  医療無線通信 BHN テレコム支援協議会 (BHN) 
ハイチ (レオガン) 国内避難民(災害)  コミュニティ FM 再建支援 
南スーダン (ジョングレイ) 帰還民、国内避難民  水･衛生 ケア・インターナショナル ジャパン (CIJ) 
アフガニスタン (パルワン、カピサ) 帰還民  教育、学校支援 
南スーダン (中央エクアトリア) 帰還民  教育、水･衛生、コミュニティ開発、職業訓練 
アフガニスタン (パルワン) 帰還民、国内避難民  水･衛生、教育 (学校施設)  
イラク (アンバール、バビル、キルクーク、ディヤラ) 難民  教育(小中学校修復) 、衛生教育 
パキスタン (ハイバル・パフトゥーンハー) 国内避難民(災害)  物資配布、農業支援 
パキスタン (ハイバル・パフトゥーンハー) 国内避難民  生計支援 
スリランカ (ワウニア県、バティカロア) 国内避難民  水･衛生(井戸修復、清掃)、仮設住居建設、生計支援 

ジェン (JEN) 

ハイチ (グランゴアーブ、レオガン) 国内避難民(災害)  衛生環境改善支援 
日本イラク医療支援ネットワーク (JIM-NET) イラク (北イラク･アンバール) 難民  医療 
日本赤十字社 (JRCS) タンザニア (キゴマ) 難民  医療･保健 

スーダン (南コルドファン) 帰還民、国内避難民  生計支援、信頼醸成活動 日本国際ボランティアセンター(JVC) 
イラク (キルクーク) 国内避難民  信頼醸成活動 
アフガニスタン (バルク、サリプル) 難民、国内避難民  水、女性の自立支援、農業支援 
南スーダン (ジョングレイ) 難民、国内避難民  水･衛生、学校支援 
イラク (アルビル、スレイマニア) 国内避難民  学校支援、保健 
スリランカ (トリンコマレ) 国内避難民  生計支援、学校支援 

ピースウインズ・ジャパン (PWJ) 

ハイチ (ポルトープランスなど) 国内避難民(災害)  学校再開支援 
スーダン (ジュバ)、ケニア (カクマ) 難民、帰還民  奨学金支給事業 難民自立支援ネットワーク (REN) 
日本 難民  啓発活動、自立支援など 
イラク (バスラ) 帰還民  学校支援 
アフガニスタン (バーミヤン) 帰還民  教育、学校支援、保健 
南スーダン (東エクアトリア) 帰還民  保健･栄養 
スリランカ (キリノッチ、ムラティブ、トリンコマレ) 帰還民  シェルター、衛生、教育、保護(子ども)、生計支援 

セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン (SCJ) 

パキスタン (パンジャブ) 国内避難民(災害)  物資配布、保護(子ども) (JPF 案件) 
タイ (ターク) 難民  教育、図書館運営、伝統文化支援 
アフガニスタン (ナンガルハール) 帰還民  教育、学校支援、図書館運営 

シャンティ国際ボランティア会 (SVA) 

パキスタン (ハイバル・パフトゥーンハー) 国内避難民(災害)  物資配布 
南スーダン (アッパーナイル、ワラップ、北バハル・

アル・ガザール、ジョングレイ、西エクアトリア) 
帰還民、受入れコミュニ

ティ 
 水・衛生、教育、プロテクション支援（アッパーナイル） 
 保健支援（ワラップ） 
 食糧支援（アッパーナイル、ワラップ、北バハル・アル・ガザール、ジョング

レイ、西エクアトリア） 
スリランカ (キリノッチ、ムラティブ、マナー) 帰還民、国内避難民  物資配布、生計支援 
ハイチ (ポルトープランス、ソースマテラ、アンシ

ュ、ラゴナーブ) 
国内避難民(災害)  水･衛生 

タンザニア (キゴマ)  難民  食糧支援 
スーダン (南ダルフール) 国難避難民、受入れコ

ミュニティ 
 フード・フォー・ワーク（労働の対価としての食糧支援） 
 農業支援 

コンゴ民主共和国 (北部キブ、南部キブ) 国内避難民、受入れコ

ミュニティ、帰還民 
 食糧支援 

ワールド・ビジョン・ジャパン (WVJ) 

パキスタン (シンド) 国内避難民(災害)  食糧支援 
危機の子どもたち・希望 (AAC) セルビア(コソボ) 難民  教育、自立支援 

タイ (メーソット) 難民  教育･学校 れんげ国際ボランティア会 (ARTIC) 
インド (ダラムサラなど) 難民  教育･文化、シェルター、水 

日本ビルマ救援センター (BRCJ) タイ (メーソット) 難民  資金調達、自立支援など 
レバノン  難民  教育、保健(歯科)、女性自立支援 パレスチナ子どものキャンペーン (CCP) 
パレスチナ自治区 (西岸、ガザ地区) 難民  保健、食糧、教育、農業支援、心理サポート 

チャイルド・ファンド・ジャパン (CFJ) スリランカ (ワウニア、ジャフナ) 国内避難民  物資配布、教育(子ども) 
グッドネーバーズ・ジャパン (GNJP) パキスタン (ハイバル・パフトゥーンハー) 国内避難民(災害)  物資配布 
ハビタット・フォー・ヒューマニティ・ジャパン 
(HFHJ) 

スリランカ (マナー) 帰還民  シェルター 

パキスタン (パンジャブ) 国内避難民(災害)  衛生 ホープ･インターナショナル開発機構 (HIDA 
Japan) アフガニスタン (クンドゥズ) 帰還民、国内避難民  マイクロクレジット 
災害人道医療支援会 (HuMA) パキスタン 国内避難民(災害)  医療 

ハイチ (レオガンなど) 国内避難民(災害)  学校再開支援 文化事業協会 (ICA) 
ケニア (マンデラ) 難民、受入れコミュニテ

ィ 
 食糧配布 

アジア日本相互交流センター (ICAN) フィリピン (ミンダナオ) 国内避難民  教育･学校、物資配布など 
スリランカ (トリンコマレ) 帰還民･国内避難民  シェルター 緊急開発支援機構 (JADE) 
パキスタン (シンド) 国内避難民(災害)  シェルター、医療 
南スーダン (ジュバ) 帰還民･国内避難民  保護(子ども)、教育、職業訓練 日本紛争予防センター (JCCP) 
ケニア (ナイバシャ、ナクル) 
           (ナイロビ) 

帰還民･国内避難民  職業訓練、マイクロファイナンス 
 平和構築と治安維持のための研修、心理社会的ケア 

日本国際飢餓対策機構 (JIFH) パキスタン 国内避難民(災害)  食糧配布 
日本地雷処理を支援する会 (JMAS) アフガニスタン (パルワン) 帰還民、国内避難民  地雷･不発弾処理事業 
日本救援衣料センター (JRCC) シリア、ネパール、南スーダン 難民、国内避難民  医療支援 
国境なき子どもたち (KnK) パキスタン (ハイバル・パフトゥーンハー) 国内避難民(災害)  教育、学校支援 

イラン (マシャッド) 難民  生計支援、職業訓練、カウンセリング(就職･帰還支援センター) 
アフガニスタン (ヘラート) 帰還民、国内避難民  学校支援、教育(女性) 
ヨルダン (ザルカ) 難民  心理社会的ケア、教育、生計支援(女性) 
パレスチナ (西岸地区) 難民  農業支援、生計支援(女性) 
パキスタン (パンジャブ) 国内避難民(災害)  水･衛生、保健、医療、農業支援 

日本国際民間協力会 (NICCO) 

ハイチ (カルフール) 国内避難民(災害)  シェルター、教育支援 



パルシック (PARCIC) スリランカ (ジャフナ) 帰還民、国内避難民  生計支援 
ペシャワール会 (Peshawar-kai) アフガニスタン (北東部) 帰還民  農業、水(灌漑)支援など 
立正佼成会 一食平和基金 ケニア、ウガンダなど 難民、国内避難民  ｢アフリカへ毛布をおくる運動｣ 
燈台(アフガン難民救援協力会) (TODA) アフガニスタン (カブール、ガズニー) 帰還民  教育、医療支援 

 
団体名 活動国･地域  主要な支援対象者 主要な活動分野 

 国内事業 (22 団体) 
アムネスティ･インターナショナル日本 (AIJ) 日本 難民  アドボカシー、啓発活動など 
カリタスジャパン (CARITAS) 日本 難民  資金調達など 
難民･移住労働者問題キリスト教連絡会 
(CCRMW) 

日本 難民  資金調達、アドボカシー、連携など 

カトリック東京国際センター (CTIC) 日本 難民  生活相談、自立支援など 
ヒューマンライツ・ナウ (HRN) 日本 難民、避難民、無国籍  啓発活動、アドボカシー、教育活動など 
ヒューマン・ライツ・ウォッチ (HRW) 日本 難民、避難民、無国籍  啓発活動、アドボカシー 
日本国際社会事業団 (ISSJ) 日本 難民  コミュニティー・サービス、保健、カウンセリングなど 
難民支援協会 (JAR) 日本 難民  法的支援･保護、コミュニティー・サービス、生計支援、保健、アドボカシー、

情報発信、啓発活動など 
日本カトリック難民移住移動者委員会 (J-
CaRM) 

日本 難民  啓発活動、情報発信、連携など 

日本福音ルーテル社団 (JELA) 日本 難民  シェルターなど 
全国難民弁護士連絡会議 (JLNR) 日本 難民  法的支援、啓発活動、情報発信など 
イエズス会社会司牧センター (JSC) 日本 難民  啓発活動など 
FM79.7 京都三条ラジオカフェ 難民ナウ (NN) 日本 難民  啓発活動、情報発信など 
ピースビルダーズ (PB) 日本 難民、避難民  人材育成 (平和構築人材育成事業) 
難民事業本部 (RHQ) 日本 難民(インドシナ、条約、

第三国)、庇護申請者 
 定住支援（日本語教育、就職あっせん、定住後のアフターケア等）、庇護申

請者に対する生活支援、啓発活動、コミュニティ支援 
国際難民奉仕会 (RIJ) 日本 難民  啓発活動、資金調達 
さぽうと 21 (S21) 日本 難民等  生活支援、教育など 
無国籍ネットワーク (SNW) 日本 無国籍者  法的支援、カウンセリング、啓発活動など 
関西学院大学 日本 難民  教育(奨学金) 
明治大学 日本 難民  教育(奨学金) 
青山学院大学 日本 難民  教育(奨学金) 
鶴見大学 日本 庇護申請者  医療(歯科治療) 

 
団体名 活動国･地域  主要な支援対象者 主要な活動分野 

 その他 (5 団体) 
日本 UNHCR･NGO 協議会 (J-FUN) 日本 難民、避難民、帰還民  啓発活動、アドボカシー、事業情報の共有など 
ジャパン･プラットフォーム (JPF) 日本および海外 難民、避難民、帰還民  資金調達、モニタリング、事業実施報告書作成など 
国連 UNHCR 協会 (J4U) 日本 難民、避難民、帰還民  資金調達 
なんみんフォーラム (FRJ) 日本 難民、無国籍者  啓発活動、調整、資金調達など 
J-FUN ユース (JFY) 日本 難民など  啓発活動、イベントなど 

 
Information Sources: NGO’s websites, Japan Platform, JANIC NGO Directory, MOFA NGO Grant Aid – This list may not represent the comprehensive view of Japanese NGOs 
activities worldwide. 
 
 




