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　2021/1/23 公開研究会「定住外国人受け入れと社会基盤」  

  
　　　　NPO法人WELgee  渡部カンコロンゴ清花 

外国人材としてのキャリアパスは、難民認定の代替案になり得るか？ 
 



  
渡部カンコロンゴ清花　NPO法人WELgee代表 / Global Shapers 東京HUB  

▲ 
1991年 
静岡県生 

 

実家がNPO 
生きづらさを抱える子ども・
若者たちと一緒に育つ 

 
▲ 

2013年 
大学休学 

 

NGO駐在員として 
バングラデシュへ 
「国家が守らない国民」 

紛争地・先住民族との共同生活 
　　 

▲ 
2016年3月 
大学卒業 

 

▲ 
2016年4月 
東京大学 
大学院入学 

 
 

難民ホームステイ 
開始 

▲ 
2016年3月 

 

WELgee設立 
日本に逃れてきた 
難民との出会い 

自己紹介 

UNDP 
(国連開発計画) 
同地域を対象とした 
平和構築プロジェクトで 

インターン 

NPO法人化 

▲ 
2018年2月 

 
 
 

▲ 
2010年 

静岡文化芸術大学 
入学 

 

小中高大 
静岡県 

 

わたなべ                                   さやか 



WELgee = WELcome + refugee 
NPO法人WELgeeとは？ 



Who is 
“Refugee”? 

“難民”と聞くと、 
どんなイメージですか？ 
 









“難民”と聞くと、 
どんなイメージですか？(N = 400,複数回答) 

調査対象: 20~50代 男女 調査方法: インターネット 調査期間: 2019年1月11日 ~ 14日 (PR TIMES主催) 

貧しい・難民キャンプ 
戦争・迫害・テロ 

祖国を逃れる 
国名 

かわいそう・大変 
わからない 

危険・怖い・犯罪 
日本の状況 

偽装難民・不法移民 
その他 

 
 
 



難民とは？ 

◆難民条約 （日本は1982年に加盟） 

「人種」「宗教」「国籍」もしくは 
「特定の社会的集団の構成員であること」 
または「政治的意見」を理由として 

（出身国で）迫害をうける恐怖があり 

（出身国で）迫害をうけることが客観的にわかり 
出身国の外にいて出身国の保護を受けられない、 
または、恐怖があるために保護を受けることを望まない 

「民族やアイデンティティが理由で迫害にあった」 
「宗教が違って弾圧される」 

「平和運動に参加したら命に危険が及ぶようになった」 



世界の難民の状況 

過去最大の 
7,950万人 
97人に1人が 
故郷を追われている。 

UNHCR（2019年6月公開） 数字で見る難民情勢 



出典：UNHCR Global Trends 2019 

世界の難民の状況 



難民認定申請者の推移 

出典：アムネスティインターナショナル日本HP 



日本の状況（2019） 

 
 

難民認定申請 
含め処理数  

難民認定数 



日本の状況（2019） 

 
 難民認定数 

15,422 難民認定申請 
含め処理数  



日本の状況（2019） 

 
 難民認定数 

15,422 
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難民認定申請 
含め処理数  



 G7国別の難民認定率 

日本の難民認定率は、G7最低の1%未満。 



Point① 
▸  難民条約の下で各政府が難民認定
を担う現システムにおいて、難民
申請者を認定するかどうかは、各
政府の解釈や裁量、決定に委ねら
れる形となっている。 



同年の難民認定 

44人 (0.3%) 

2019年 

10,000人以上 
の難民申請者が来日 

・・・ 難民申請 難民認定 

日本での難民認定申請者の現状 

申請中は、6カ月ごとの在留資格「特定活動」を更新 

来日した難民申請者にとっての唯一の道は、 
「滞在する許可を更新し続け認定を待つ」のみ 
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・・・ 難民申請 難民認定 

日本での難民認定申請者の現状 
来日した難民申請者にとっての唯一の道は、 
「滞在する許可を更新し続け認定を待つ」のみ 
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 収容 
  在留資格 　

剥奪 
　就労許可　      
喪失 

更新 





「もう日本にもいられない。
毎日が辛すぎる。」 

 
 
アフリカの母国へ帰った20代の女性 



Point② 
•  日本のように難民認定数・難民認定率が非常に
低い国においては、母国に帰国できない理由が
ある者も、その多くが審査結果を、数年、中に
は10年以上待ち続ける、不認定後も在留資格を
失ったまま滞在することになる。 

•  難民保護の観点だけでは、そのような申請者た
ちが未来を見出すことができず日本の中で社会
的にも法的にも宙ぶらりん状態に置かれ続ける。 



東京での衝撃的で魅力的な出会い 



４ヶ国語話者 
ジャーナリスト 
プログラマー 
教師 
コンサルタント 
貿易事業家 
 

 

 
社会起業家 

 

NGO職員 
 

弁護士 
 

医師 
 

アスリート 
 

ユニークな人材の宝庫である「難民」 

日本社会・難民自身が秘められた可能性に気づかずにいる 



①8割がアフリカ出身 
 

修士号取得 

9% その他 

40% 

専門学校卒業 

5% 
アフリカ 

80% 

東南アジア・東アジア 

9% 
中東・西アジア 

10% 
 学士取得 

44% 

 

② 半数以上が大学・大学院卒 

(WELgeeが繋がってきた170名のデータ) 
© 2019 NPO WELgee ALL RIGHTS RESERVED 

データでみる「難民」 



独裁政権下や社会的マイノリティでありながら、 
立ち上がった人たちも。 
 

“誰もが、宗教やジェンダー、 
文化に関係なく、可能性を発揮する機会
を平等に与えられるはずだと信じている” 
 18万人以上が難民化し、 
弾圧の続くカメルーンで、 
起業を通じて若者の雇用を作ろうとした青年。 



多様な持ち味が 
生かされないのは、 
本当にもったいない。 



Point③ 
•  近年日本にやってくる難民申請者の中には政治
情勢が不安定なアフリカや中東からの申請者を
はじめ、若年層で学歴や職歴のある者も多い。 

•  国際報道で見られるような、着の身着のまま村
を出て隣国に徒歩やボートでたどり着く状態と
は異なる背景がある。いざ身に危険が迫った際
に飛行機で逃れるという選択をできる経済基盤
や社会信頼基盤の表れでもある。 



本当に僕らは  
「ひたすら認定を待つ」しかないのか？ 
 



Career  
path 
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国連や政府だけが課題解決のアクターではないはず。
多様なステークホルダーの協働 

 

難民に関するグローバルコンパクト 



伝統的な難民保護以外の方法の模索 



Point④ 
•  2018年国連「難民に関するグローバルコンパク
ト」でも注目されたように、「難民として」は認
定＆受け入れができないが、別の方法で受け入れ
る道を模索してゆこうというイニシアチブが、欧
米や周辺国を中心に進められている。 

•  これは「Complementary pathway」とも位置付け
られ、例えば❶留学生として❷コミュニティで受
け入れる❸外国人材として、などのトライアルが
なされてきている。 



難民申請 

難民認定率 1％以下 

日本国内の難民申請者 

約20,000人 

・・・ 

「キャリア」を通じて 
活躍の道を切り拓く！ 

就職 安心して日本で 
暮らし働けるビザ 

在留資格「特定活動」 
 

難民認定だけではないオルタナティブ 

「難民」としてではなく「人材」として 

日本と世界 
母国の架け橋に 
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 難  民 
　　　 



 
 難  民 
　　　 

Difficult        People         
　　　 



■ 言語： 
アラビア語（母語） 
フランス語（ネイティブレベル） 
英語（ビジネスレベル） 
日本語（簡単な日常会話レベル） 
 
■ 学歴： 
・首都国立大学　基礎工学専攻｜卒業 
・社会人大学院　至善館｜MBA取得中 
 
■ 職歴： 
・会社設立、管理運営、人事、マーケティング責任者 
・仏系キャリア通信会社（現地支社）SEM／SEOマネージャー 
・ビジネスパフォーマンスコンサルタント 
・コーチ／スピーカー（フリーランス） 
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北アフリカ出身　Aさん(30代・女性)の事例 
“私は日本人にはなれないけど、日本企業と広い世界との架け橋になれる” 

「難民」という言葉の向こうにいる〇〇さん 



企業が求める新しい人物像 

自ら問いを立てて、行動す
るセルフ・リーダーシップ 

不確実・複雑な状況を 
意志と情熱をもって 
前進するチャレンジ精神 
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自分にも、日本社会に貢献出来る 
部分があると思う。 

それを証明するチャンスが欲しい
だけなんだ。 

 
(20代後半 | 中央アフリカ出身 | 男性) 



難民申請者のキャリアを阻む壁 

“50社以上に応募して面談にも進むのだけど
「難民」だと伝えると顔色が変わるんだ” 

“50社以上に応募して面談にも進むのだけど 

「難民」だと伝えると顔色が変わるんだ” 

① 
日本語 
スキル 

② 
社会的 
レッテル 

③ 
更新頻度の 
高いビザ 



“難民”特化型、人材紹介サービス 



•  社員の意識変革、ゼロイチ事業への挑戦、海外事業の加速化、 
サービスの革新などの面で、企業のチャレンジを後押し。 



特定活動 
 

技術 
人文知識 
国際業務 

-最長6ヶ月の在留期間 
-難民認定申請後8ヶ月
以降は就労許可有り 
-難民認定申請の結果
次第で就労許可を失う 
-海外出張が不可 
-家族呼び寄せが不可 

-最短1年・最長5年の在
留期間 
-難民認定申請が不認定
になっても就労許可を
失わない 
-海外出張が可能 
-家族呼び寄せが可能 
-10年間更新すると「永
住者」の申請も可能に 

マッチング後 

難民申請中 
特定活動 

技術 
人文知識 
国際業務 

42 
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行政書士と連携して、在留資格を【特定活動（難民申請中）】 
から【技術・人文知識・国際業務】へ切り替えます。 

経験豊富な行政書士と連携し
企業様の協力も得ながら 
入国管理庁と交渉します。 

顧問行政書士	:	長岡由剛	
（行政書士明るい総合法務事務所・代表）	
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⻄アジアの⻘年が
ゼロからプログラミ
ング技術を習得し

ITスタートアップに
就職

© 2019 NPO WELgee ALL RIGHTS RESERVED 

2017.09 ~ 2021.1 現在 
雇用10名・お試し雇用３名・アルバイト２名 

中部アフリカ出⾝
エンジニアが

製造業の品質検査の
部⾨で就職

⻄アフリカ出⾝
元起業家が

⼤⼿バイクメーカー
新規事業開発部の

アフリカ事業チーム
に参画

中部アフリカ出⾝
プログラマーが
IT系中堅企業の

開発チームに就職

マッチング実績 



Point⑤ 
•  WELgeeでは2018年から「日本でも、産業界や企業が求
める人材と、難民申請者の専門性・経験・パッションの
ベストマッチにより、難民認定という狭き門に未来が見
出せなかった若者たちが、安定した就労先と就労に紐づ
く在留資格を得られる方法を生み出す」という仮説のも
とで、トライアルをしてきた。 

•  実際に、単なる人材不足という理由ではなく、企業が活
躍を期待する人材として10件の雇用マッチングが生み
出され、顧問行政書士と共に入管側との交渉を経て、２
件の在留資格変更も実現した。 





Point⑥ 
•  この手段が外国人材活用の観点においても、今
後鍵となってゆく可能性がある。まだ前例が少
ないが、当事者・支援団体・民間企業の連携、
将来的に国や行政との連携により、日本版の
Complementary pathwayを再現性あるものにし
てゆきたいと考えている。 

•  協働事例を増やしてゆきたく、制度化へのアド
バイス、資金面での補助、雇用先としての参画、
協働プロジェクトへのお声がけなど、いただけ
ましたら嬉しいです。 



Team WELgee Team WELgee 



プロジェクトのユニークネス 

難民も 
対等なパートナー 
 
難民を「保護の対象」では
なく、情熱を持ってともに
社会を変革していく対等な
パートナーとして捉えてい
ること。 

多様な 
ステークホルダー 
 
支援団体や弁護士のみなら
ず、民間セクターを含めた
多様なステークホルダーを
巻き込み取り組んでいるこ
と。 

独自の発想 
 
政府による難民認定という既存の
枠組みにとらわれず、イノベーテ
ィブに解決策を事業化しているこ
と。企業と難⺠、両者の存在がシ
ナジー効果を⽣むダイバーシティ
社会の理想的な⼀つのモデルを体
現している。 



VUCAの時代を⽣きる
 
Volatility（変動性） 
Uncertainty（不確実性） 
Complexity（複雑性） 
Ambiguity（曖昧性） 

未来を切り拓く⼒のある若者たちと
我々はどう⽣きてゆくのか



世界への視座を変えるグローバルセミナー
⽇本に逃れた多国籍なアンバサダーたちから、

世界を学び、⾃分を知る、社員の主体的な学びの場。 

•  難⺠の背景を持つ講師「アンバ
サダー」が世界を伝える

•  英語・⽇本語で、当事者と⼀緒
にとことん対話

•  企業にとっての提供価値を⾼
め、持続的な収益モデルを作る

•  研修を通じて、⼈材が就職した
後の定着のサポートを⽬指す



WELgeeサロン（毎月開催） 
（次回は1⽉30⽇14:00-16:00）
「難民」という言葉の先の、 
ユニークな個性と出会う場です。 

• ４年間で過去31回開催。
1,500⼈以上の⽇本⼈と、
100⼈以上の難⺠当事者の
⽅々が参加

• 異なる背景の難⺠が、⽇本
に住む⼈々との社会的繋が
りを得ることを⽬指す



社会的インパクト 

国境や制度の狭間に埋もれていた才能を活かし、 
価値創造の源に変えることで、 
社会の担い手になってゆく 

未来のリーダーたちが、 
日本とアジア・中東・アフリカの世界をつなぐその日まで... 



外国人材としてのキャリアパスは、 
難民認定の代替案になり得るか？ 
 



現在98人の 
WELgeeファミリー 

 



Let’s create the future together! 
ご質問や雇用、協働、法人協賛、取材、パンフレット取り寄せなど 

以下までご連絡ください。 

NPO法人WELgee  渡部カンコロンゴ清花 
info@welgee.jp 08035841991 



Appendix 



海外事例 



Q,難民認定が降りたら、どんな権利を得られるのか？ 

• 在留資格の安定化
○ 「特定活動」から「定住者」の在留資格に。

• 「難民旅行証明書」が取得可能
○ 「パスポートの取得」

• 外務省がサポートする研修プログラムに参加可能
○  ⽇本語学習・就職・住居⽀援プログラム   

在留資格の安定化、パスポートの付与など、
様々な特典を得ることができる。



難民認定申請の運用の見直し 

• 2年間で過去31回開催。1,500
⼈以上の⽇本⼈と、100⼈以上
の難⺠当事者の⽅々が参加しま
した。

• 異なる背景の難⺠が、⽇本に住
む⼈々との社会的繋がりを得る
ことを⽬指します。

2018年1⽉~ 難⺠認定制度の濫⽤を防ぐための
「難⺠認定申請の運⽤の⾒直し」を導⼊

• 申請者の中で、難⺠性の有無を
2ヶ⽉間で⾼速スクリーニン
グ。

• 「真の難⺠の保護」を⽬的とす
るが、事実上は「 偽装難⺠の
抑制」 に⽌まり、根本的な解
決には⾄っていない。
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「アフリカの売上を10年後に倍増、将来的には欧米に匹敵へ」 
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マッチング事例 

★ アフリカでのイノベー
ションに携わりたい！ 

★ 新しい業態でチャレン
ジするワクワク 

★ 逆境の中で新しい事業と
チームを形にする若手が
ほしい！ 

★ アフリカの優秀な若手を
どう獲得できるか？ 

ナイジェリア出身の起業経験者 大手バイクメーカー 

成
立 

✓  教育者として人材育成に情熱がある 
✓  中国で中国人ビジネスパートナーと英
語研修施設を起業 

✓  アフリカでの同社主軸の二輪事業の
シェアは数％にとどまっている 

✓  二輪車や自社IT技術を活用した配
送・タクシーのサービス事業に参入 
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特徴 

アフリカや中東の市場と日系ビジネスの架け橋となる人材が多い 

人材のニーズ 
▸ スキルや経験を活かしたい 
▸ 日々チャレンジしながら自分の成長を
実感したい 

▸ ビジョンを共有できる仲間と切磋琢磨
する充実感がほしい 

▸ 母国と日本の架け橋になりたい 

✓  現地ネットワークや現地文化・商習慣への理解 
✓  多様な人種や文化的背景の人と人脈を築く力 
✓  エリート層出身でリーダーシップや主体性がある 
✓  社会に対するビジョン、他者への思いやりがある 
✓  逆境を生き抜いた経験から人としての胆力がある 

企業様のお困りごと 
▸ 現地の市場動向・社会情勢・商習慣が分
からない 
▸ 現地に馴染みのある優秀な人材の採用方
法が分からない・採用ルートがない 
▸ 現地に詳しいだけでなく、日本人チーム
や本社を理解して橋渡ししてほしい 

✓  特定の国や地域で新規事業を立ち上げたい 
✓  既存サービスの新規顧客獲得・販路拡大がしたい 
✓  自社テクノロジーやノウハウを活かし、市場や社会ニ
ーズに特化したイノベーションを創出したい 

✓  現地のマネジメントやオペレーションを最適化したい 

アフリカ・中東出身の難民人材の強み アフリカ・中東に 
目を向ける企業様の展望 

WIN - WIN 
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特定非営利活動法人WELgee 採用企業様 (Company) 

人材要件の共有 
Sharing the requirements of the candidate  

候補人材の履歴書共有 
Share the CV / resume of candidate 

お試し雇用(3ヶ月程度) 
Trial employment 

就職フロー 
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採用可能性の共有 
Share the prospect of employment 

該当人材の意思確認 
Check the candidate’s will for employment 

採用企業様 / 候補人材の二者面談 
Interview company / candidate 

採用企業様 / WELgeeで人材紹介契約締結 
Service Agreement for recruitment Company / WELgee 

採用企業様 → WELgeeに人材紹介料支払い 
【初年度 年収＋賞与 30％】 

Payment of matching-fee 

WELgee事業へ
再投資 

採用決定 
Employment confirmed 

© 2019 NPO WELgee ALL RIGHTS RESERVED 



よくあるご質問 
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Q. 難民申請者を雇用するのは合法ですか？ 
A.  難民申請者が就労許可をもっていれば可能です。就労許可の有無は、パスポートに付属する
「指定書」により確認できます。正規の方法で入国して難民申請をした者は、申請から8ヶ月
が経つと就労許可を申請することができ、許可が下りれば合法的に就労可能になります。 

 
Q. 難民申請者の持っている在留資格（ビザ）はなにですか？ 

A.  日本に滞在する外国人がは 29 のうちの在留資格のうちいずれかを得ていることが必要です。
正規の方法で入国した難民申請者は「特定活動」の在留資格（ビザ）を持っています。 

 
Q. 難民申請者の在留資格「特定活動」の特徴はなにですか？ 

A.  就労に関して、労働基準法を遵守する限りでは、業務内容と労働時間の制約はありません。 
 

Q.「特定活動」の在留資格は、半永久的に有効ですか？ 
A.  ６ヶ月毎に更新が必要になります。一回目の難民認定申請の結果が「不認定」となると、在留
資格と就労許可を同時に失います。結果が出るまでには4~6年ほどかかるため、その間に「特
定活動」から安定した在留資格（ビザ）への切り替えを目指します。 



よくあるご質問 
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Q. 難民申請者は、海外出張はできるの？ 

A.  難民認定申請者のパスポートが有効な場合は、「特定活動」から安定した在留資格（ビ
ザ）の切り替えができていれば、出張が可能です。 
 

Q. 社会保険はどうすればいい？ 
A.  原則として、日本に居住している限り、日本人と同じように扱います。 

 
Q. 宗教は？仕事に影響はありませんか？ 

A.  イスラム教徒の人は、豚肉や酒類を取り扱えません。 
人によっては、礼拝や断食をする時間／時期もあります。それぞれが自分なりのやり方
があるので、コミュニケーションをとりながら、職場に合う形を模索していきましょ
う。 
 

Q. 他の外国人従業員ができて、難民認定申請者ができないことは何ですか？ 
A.  唯一できないことは、出身国に帰国することです。母国を逃れた経緯にもよりますが、
同国の人と会わせることや出身国の大使館職員との関わりには、配慮が必要です。ま
た、祖国の迫害元に対し、当人が日本にいることが知られた場合に、当人と祖国の家
族・親類へと危害が加わる可能性があるため、写真等の個人情報の扱いには注意が必要
です。 

 


