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１． インターンシップ概略 

派遣先機関 
国際移住機関（IOM, International Organization for Migration） 

タイ・オフィス（バンコク） 

派遣先部署 難民の第三国定住支援プログラム（Refugee Resettlement Programme) 

派遣期間 2016 年 7 月 4 日～2016 年 １２月 ３１ 日 

 

 

２．業務内容について(2016年 9月 16日 - 10月 15日) 

■ USRAPに関する配布資料作成 

 11月に USRAP関係者であるアメリカ政府所属の Digital Teamが IOMバンコクに訪問する。 

Digital Team は USRAP が効率的に運営されるよう、USRAPで使われるシステムを開発及び管

理する部署である。今回も IOMバンコクで行われる業務とその流れをよりよく知るためであ

り、来月の視察チームの訪問に向け、私は Digital Team に配布する資料作成を担当している。

まず、Slot Allocation Request(SAL)や Advance Booking Notification (ABN)、Airportで

の Missionを担当している各職員からそれぞれブリーフィングを受け、USRAP 全体の流れを

理解し、配布資料に入るコンテンツを選別した。その内容で Draft案を作成しており、次は

デザイン作業に入る予定である。上司から冗談交じりで Digital Team はパソコンスキルに詳

しく、トレンドに敏感なので、シンプルで分かりやすく、そして斬新な資料を期待すると言

われ、少しプレシャーを感じている。 

 

[概要] 

► USRAPについて 

 USRAP(The U.S. Refugee Admissions Program)はアメリカにおける第三国定住難民受

け入れプログラムであり、タイの場合、アメリカ政府の Population, Refugees and 

Migration (PRM、資金支援)と UNHCR(難民推薦)、Resettlement Support Centers (RSCs、

インタービュー・文化オリエンテーション実施)である International Rescue 

Committee (IRC)が IOMと協力し、USRAP事業を行う。昨年(2015年)は 5500人の難民が

IOMタイの USRAP を通してアメリカに渡航した。USRAP は私が所属する Operationチー

ムにおいて重要な業務であり、その中でも Operationチームは難民の渡航準備と移送を

担当する。 

 

 渡航準備 

- Slot Allocation Request (SAR)による Slot確保  

：アメリカの 7 つの POE(Port of Entry)へ到着する難民入国者数を管理し、各 POE 間のバランス 

を取るため、決められた基準によって Slot を割り当てる。 

（例：各空港において 1 時間の間、何人まで難民を受容できるか、空港別の Slot 割り当て率など） 
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- 航空券の予約手続き 

- Advance Booking Notification (ABN)発行 

 ：難民及び家族の基本情報、旅行日程、アメリカでの第三国定住を支援するエージェンシー、 

 トラベルローンの手形などに関する内容が含まれている 

- 出国のためのタイ移民局での手続き 

 ：スタンプ付き出国カード(キャンプ難民は正式的な入国審査や出入国カード作成をせず、陸路

で入国したため)など出国に必要な書類準備 

移送 

- キャンプから空港での出国までの移送アシスタント 

- Transit Hotel における出国オリエンテーション、出国前の健康チェック 

- バンコク空港における出国手続き、搭乗口まで同行 

 

 

■ 韓国の第三国定住プログラム支援の関連書類作成 

引き続き、今年 10月に予定されている第三国定住難民（第 2陣）の韓国への渡航に向

け、2016 年度予算案やプロジェクトドキュメントなど関連書類の編成作業に取り組んだ。

渡航の準備が詰めの段階に入っており、書類に関する作業が完了した。プロジェクトドキ

ュメントの場合、2010年から 2014年までタイにいる難民を対象とした日本プロジェクト

を参考にしながら作成し、日・韓各プロジェクトにおいて、共通点や相違点に気付くこと

ができた。そして、各政府の要望によって IOMが協力する業務や準備が異なることが分か

った。詳細は次の通りである。 

 

 韓  国 日  本 

第三国定住プログラム 

運営 

パイロット期間 

(2015 年から 2017 年までパイロット期間) 

正式導入 

(2010 年から 2014 年までパイロット期間) 

受容人数 

(年間) 

約 30人 

 (2015 年、難民 4 家族 22 名受け入れ) 

約 30人 

(2015 年、難民 6 家族 19 名受け入れ) 

対象 
タイの臨時シェルター(難民キャンプ)で

暮らすミャンマー難民(カレン族) 

マレーシアの都市部で暮らすミャンマー難民 

(パイロット期間中はタイの臨時シェルターからの

ミャンマー難民が対象) 

言語トレーニング 

/文化オリエンテーショ

ン 

出国前日 1日間 約 3週間 

 

■ LGBTI・Diversity・Fraudトレーニングのサポート 

 前回バンコクオフィスで行われた LGBTI・Diversity・Fraudに関するトレーニングが

10月後半にタイの北部地域にある Sub-officeにおいて同じように行われる。そのため、

トレーニングの教材の準備、必要な物品の用意などを手伝っている。 

 

■ インフォグラフィック（infographics）作成 
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以前作成したインフォグラフィックが他国のスタッフから受けが良かったそうで、IOMネ

パールのインフォグラフィックを依頼され、作成した。 

 
 

３．半年間の目標について 

 目標 
達成度 

(10 点満点) 

理由 

①  
勤務環境と生活環境になれ

る 
8 

インターンを初めて 3ヶ月が過ぎ、ちょうど半分が終わっ

た。勤務環境と生活環境に大部慣れてきた。残りのインタ

ーン期間も油断せず、いい緊張感と責任感を持ちながら、

真剣に取り組みたい。タイ語の勉強は日常でたくさん使う

表現と覚えた単語は聞き取れるようになったが、休暇で 1

週間休んだこともあり、最近さぼり気味なので、心機一転

し、気合いを入れていきたい。 

②  

IOMの任務、移民・難民、

移住問題に関する知識や課

題を具体的に理解する 

8 

友たちからバンコクに滞在しているパキスタンから逃れた

Urban Refugee 家族の話を聞き、どうか支援ができる団体が

あるのか IOM同僚たちに聞いてみたが、協会・市民団体・

個人が行っている支援は限られており、難民条約を加入し

ていないタイにおける Urban Refugee の生活はとても過酷

であることが分かった。 

③  

インターンシップでの経験

を研究に活かし、修士論文

を作成する 

6 
カレン族出身の同僚からカレン族やキャンプ内のカレン族

難民の生活について詳しく聞くことができ、論文に参考し

たい。 

[作成したインフォグラフィック] 
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④  

人間関係を構築する能力を

身につけ、人脈を築き上げ

ていく 

7 

インフォグラフィックや USRAPに関する配布資料の作成に

あたり、正しい情報の確保などで、多くの同僚に協力をい

ただいており、それらの業務を通して、人脈を築くチャン

スになっている。みんな質問に対して丁寧に教えてくれた

り、質問を解決してくれる担当職員を紹介してくれて、今

まで関わりがない方も知り合えた。同僚の協力により助け

られており、仕事は、自分だけで進められるものではない

と実感している。 

⑤  
英語でのコミュニケーショ

ン能力の向上を目指す 
6 

今回は質問することによって、英語で話すチャンスが多か

った。インターンシップの最初は緊張してしまってさらに

上手く話せなかったが、英語の環境に慣れてきたのもあ

るが、最近同僚たちと仲良くなって親しく話せるようにな

ったことも積極的にコミュニケーションを図れるよう

に良い影響を与えていると思う。 

  

4．バンコク生活について 

▶ 今月の大きな出来事はプミポン国王の死去である。10月 9 日の夜、タイのプミポン国王の容体が

「不安定になった」という発表があり、その発表の翌日、多くのタイ国民は健康回復の色と信じられ

ているピンク色の服を着て、国王の回復を祈りったが、願いが叶わず 13 日午後亡くなった。プミポ

ン国王は世界で最も在位期間の長い国王であり、国民から圧倒的に支持され、敬愛の対象である。タ

イ国民は 30 日間娯楽活動を控え、政府機関は 1 年間服喪する。IOMバンコクでは 30 日間黒い服を着

るように指示があった。「国の父」である国王の死去でタイでは政治的・社会的混乱が懸念されるが、

現時点で大抵の会社・学校が通常通りの業務や授業を行い、私の周りでは特に大きな変化は見られな

い。しかし、個人的には広がる哀悼の波からタイ国民がどれほど国王を敬愛していたのか、さらに肌

で感じており、歴史的瞬間に立ち会っていることの不思議さをつくづくと感じている。 

 

2016 年 10 月 17 日  

バンコクより 
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[バンコクでの食事] 

ランチと夕飯はほとんど外食しており、自炊より外食のほうが安い。たまには自分

が作った韓国料理を弁当で持っていて同僚たちとシェアしている 

 

[ベトナム・サパ地域の少数民族の赤ザオ族/黒モン族/花モン族] 

ビザ延長で行ったベトナムで多くの少数民族に出会った。その中で、ベトナム戦争時アメリカに協力したモン族の人々は、戦

争後難民となり、ラオスからタイへ逃れた歴史を持っている。IOMタイは 1970年代後半から約 25年間、モン族難民をアメリ

カ、カナダなどの第三国に移住させ、定住を支援した。 

[プミポン国王の死去後のバンコク] 

死去発表の直後流れた国王関連の放送。 

死去の翌日、バンコク都内では大半の人が黒い服を着ており、お店のディスプレイのマネキンも黒服に変わっていた。 
 


