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難民支援緊急キャンペーン　（ご寄付はこちらから）

難民支援緊急キャンペーン・呼びかけ
団体
社団法人　アムネスティ・インターナ
ショナル日本
カトリック東京国際センター
全国難民弁護団連絡会議
社会福祉法人さぽうと２１
社会福祉法人 日本国際社会事業団
社団法人　日本福音ルーテル社団
特定非営利活動法人　難民支援協会
（事務局）

※このキャンペーンは、9月30日をもちまして終了いたしました。
多くの皆様からのご協力、ご支援のおかげで、この間相談に訪れた難民の方への支援を継続していくこ
とができました。
あたたかいご支援、誠にありがとうございました。

難民の方を取り巻く状況は変わらず厳しいままですが、少しずつ「保護費」の支給が開始されたという
ケースも出てきています。引き続き政府への働きかけを行っていくとともに、ご寄付を募って支援を続
けていく次第ですので、今後ともご支援をいただけますようお願い申し上げます。

最終報告をこちらに掲載しています。

今後のご寄付の方法につきましてはこちらをご覧下さい。

日本での難民申請は10年前の10倍以上と急増しています。
それに伴い、申請者への唯一の公的な生活支援金「保護費」の予算が不足したため、政府は、支給対象者を
半減させることを決定しました。月100人以上の難民が支給を打ち切られる見込みです。

すでに支援団体へは難民から、「家賃が払えず自宅を出るよう通告された」、「食べるものがない」、「子
どもを抱えているのに生活の手段がない」など多くの切実な声が寄せられています。難民申請期間は平均２
年以上におよび、その間多くの難民が働くこともできず、健康保険にはいれず、生活保護も受けられませ
ん。

呼びかけ団体は共同で政府や関係機関と交渉し、保護費が必要な人に届くよう、十分な予算の確保、難民申
請者の生存を確保するための法制度の整備を求めていきます。
しかし、それらが実現するまでには時間がかかります。

そこで、まず目の前にいる、助けを求めてきたはずの日本で再び大きな困難に直面している難民が日々生き
ていけるよう、支援団体共同でカンパを集め、生活資金を支援することにしました。

私たちは難民にとっての最後の砦となりたいと考えています。
どうか何とか最低限でも「人」らしい生活を送ることができるよう、皆様のあたたかいご支援をどうぞよろ
しくお願いいたします。

・キャンペーン目標金額：5,000万円
・キャンペーン期間：５月～９月末

※この問題に関して、外務省に申し入れを行いました。詳しくはこちらをご覧下さい。

経過報告
報告１（報告期間：2009.4.27 - 2009.5.31）
街頭募金のご報告（6/10）
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街頭募金のご報告（6/16）
報告２（報告期間：2009.4.27 - 2009.6.15）
遠方での支援活動報告（6/30）
報告３（報告期間：2009.4.27 - 2009.6.30）
募金活動を行いました（8/8）
報告４（報告期間：2009.4.27 - 2009.7.31）
最終報告

参考
多文化間精神医学会「難民申請者への突然の保護費打ち切りに対する政府、諸機関への抗議アピール」

（2009.5.28）
日本弁護士連合会による意見書「難民認定申請者の生活状況をめぐる制度の改善に関する意見書」

（2009.6.18）
東京弁護士会の意見「難民申請者に対する生活保障のための緊急の措置を求める会長声明」
（2009.7.10）

ご寄付の手続き

1.クレジットカードでのお支払い
金額を入力してから、下の寄付ボタンをクリックして下さい。

ご寄付金額： 円

※JCBでの支払いも可能です。
※上のボタンをクリックすると、オンライン決済サービス会社"PayPal"社のサイトに移動します。そちらで
ご寄付金額と、その他必要事項を記入してください。（PayPalのアカウントをお持ちでなくてもご寄付は
可能です。移動後の画面で、左下にある「続行」という文字をクリックすることで詳細情報入力画面に進み
ます。）

※PayPalサイトの入力欄では、なるべく漢字かなをご使用ください。（日本名でない方、日本以外のご住
所の方は除きます。）
※移動後のサイトで「請求書送付先」という記載がありますが、実際には請求書をお送りすることはありま
せん。

2.ゆうちょ銀行
郵便振替口座　00130-6-484804　「難民支援協会緊急カンパ」
＊他行等からの振込の場合　019店　当座　0484804　難民支援協会緊急カンパ

3.銀行振込
みずほ銀行　飯田橋支店　普通口座 2473625　「特定非営利活動法人　難民支援協会　難民緊急支援
金」
（トクテイヒエイリカツドウホウジン ナンミンシエンキョウカイ ナンミンキンキュウシエンキン）

4.現金書留
〒160-0004　東京都新宿区四谷1-7-2第三鹿倉ビル6F
難民支援協会　「難民支援緊急キャンペーン」係宛

※難民支援協会は、認定NPO 法人として認定されており、ご寄付をくださった皆さまは、税の優遇措
置を受けることができます。
税控除を受けるための「確定申告用の領収書」は、１月下旬ごろ送付させていただきます。法人として
のご寄付も税控除を受けることができます。今回のご寄付分のみの領収書をご希望の場合、 その他ご質
問は、お手数ですが事務局までご連絡をお願い申し上げます。

※キャンペーン終了後には報告書をお送りいたします。
ウェブサイトを通じても随時キャンペーンの状況をお伝えさせていただきます。

ご寄付の使途
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ご寄付は、難民一人ひとりの生活を支援するための支援金、および支援金支給に必要な交通費・通信費
等に活用させていただきます。
＊ご寄付の10％は、専用電話開設・通話料、領収書発行、会計・事業報告書作成・送付等の事務局運
営費として活用させていただきます。

キャンペーンにご支援くださった団体の皆様（50音順）

協賛団体
キャンペーンの趣旨に賛同し、生活支援金としてご寄付（1口5万円、2口以上）もしくは物品支援をして
いただきました。

幼きイエス会　二番町修道院
カトリック千葉寺教会
雇用と就労・自立支援カンパ
在日米国商工会議所
自立生活サポートセンター・もやい
生活協同組合 パルシステム東京
聖心会
聖心侍女修道会　五反田第一修道院
(財)世界宗教者平和会議(WCRP)日本委員会
難民自立支援ネットワーク(REN)
日蓮宗国際協力基金
日本アムウェイ合同会社
日本カトリック司教協議会カリタスジャパン
日本航空
立正佼成会一食平和基金

賛同団体
キャンペーンの趣旨に賛同し、広報協力など、ご寄付集めをサポートいただきました。

アーユス仏教国際協力ネットワーク
ADRA Japan
グリーンフラスコ株式会社
世界の医療団
チャリティ・プラットフォーム
共の会
日本カトリック難民移住移動者委員会 (J-CaRM)
日本国際ボランティアセンター
ヒューマンライツ・ナウ

お問い合わせ先

難民支援緊急キャンペーン事務局（特定非営利活動法人　難民支援協会 広報部）
〒160-0004　東京都新宿区四谷1-7-10 第三鹿倉ビル6F
TEL：03-5379-6001　FAX：03-5379-6002
E-mail：info@refugee.or.jp　http://www.refugee.or.jp/

認定NPO法人
難民支援協会

〒101-0065
東京都千代田区西神田2-5-2
TASビル4階　 MAP

難民を知る
難民ってどんな人？
世界の難民の状況は？
日本に逃れてきた難民
日本での難民受け入れ

難民支援協会の活動
法的支援
生活支援
定住支援
政策提言
広報活動
震災復興支援

活動レポート
活動レポート一覧
特集記事
ニュースリリース
メディア掲載

支援する
本棚からできること
知る伝える
インターン・ボランティア募集
企業・団体のみなさまへ
ご支援頂いた企業・団体

日本にいる難民の話

お問い合わせ
資料請求
講師派遣・講演申し込み
プレスお問い合わせ
個人情報保護方針
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Tel: 03-5379-6001
Fax: 03-5215-6007
お問い合わせ
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