
 

 

第 1 回ウクライナ避難民支援プロジェクトチーム会議 

 

 

日 時 令和 4年 4月 22 日（金）14 時 30 分～15 時 00 分 

 

 

場 所 特別会議室 

 

 

目 的 

ロシアのウクライナへの軍事侵攻に伴い、大阪市民を頼ってウクライナから市内へ避難

された方々の支援およびサポートをすること。 

 

 

議 題 

１． 支援の取り組みについて 

２． 今後のプロジェクトチームの進め方について 

３． その他 

 

 

出席者名簿 

市長、高橋副市長、経済戦略局長、市民局長、北区長（区長会議会長） 

契約管財局長、福祉局長、こども青少年局長、都市整備局長、教育長 

 

 

資 料 

【１】 直近の状況                          3 

【２】 ウクライナ避難民支援の流れ（初動期、住民登録後、支援金）   4～6        

【３】 ウクライナ避難民支援の状況（都市整備局、福祉局）       7,8              

【４】 国、他団体の主な支援策                    9 
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ウクライナ避難民支援プロジェクトチームについて

目 的

・ロシアのウクライナへの軍事侵攻に伴い、大阪市
民を頼ってウクライナから市内へ避難された方々の
支援およびサポート

所掌事務

(1)ウクライナ避難民の支援およびサポートに関すること
(2)その他上記以外の必要な事項に関すること

組 織

リーダー ︓高橋副市長
サブリーダー ︓経済戦略局長

市民局長
メンバー︓北区長（区長会議会長）

契約管財局長
福祉局長
こども青少年局長
都市整備局長
教育長

・事務局︓経済戦略局都市間交流担当

・詳細な検討を行うため、ワーキンググループを設置

設置日 令和4年4月22日（第1回PT)

・リーダーは、必要があると認める者を追加
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直近の状況（４月 20 日現在） 

 

 

〇大阪市内への避難民            
11 世帯・20名 

単身：6 名（家族受入 2 名、学校受入 3 名、知人受入 1 名） 

２人世帯：３世帯・６名（家族受入）  

３人世帯：１世帯・３名（企業受入） 

５人世帯：１世帯・５名（企業受入） 

 

 

 

○一時滞在ホテル利用            

大阪国際交流センターホテル  

      １名利用中(4/13～) 

（別途予定） 

      単身 1 名、1 世帯２名利用予定（4 月中）未入国 

 

 

（参考）募金 

収受済み額：17,548,000 円（211 件） 

※納付予定額： 1,476,000 円（14 件） 

             計：19,024,000 円（見込） 
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ウクライナからの
避難民の受入

大阪国際交流センターホテル
提供

（無償）

市営住宅５０戸で受入
（無償）

ウクライナ避難民支援の流れ（初動期）

・買い物同行
・在留資格変更許可等各種申請 ・コミュニティ設立支援

・暮らしのニーズ聞き取り
（公財）大阪国際交流センター

ウクライナ避難民に
対する支援金 支給額：世帯あたり５０万円、単身３０万円

（公財）日本財団

生活安定のための伴走型サポート
生活費等の支援

連携

住居環境が整うまで入国

短期滞在ビザ
特定活動（1年）
の在留資格 住民登録

約１週間 大阪市民に

在留資格変更
許可申請
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検疫入
国 国際交流Cホテル 住宅入居・転入手続

国際
交流C

区役所 必要手続きの事前判定 各種手続きの受付 各種行政サービスの提供
例：国民健康保険、就学など外国人住民全般に適用されるサービス

転入予定者情報の共有

個々の避難民に寄り添った相談対応など、支援を継続

事前共有により区役所
での手続き、その後の

支援が円滑に。

市民局 区役所の支援の進捗状況把握、必要に応じて区長会議、PTへフィードバック

必要に応
じて共有

外国人住民短期ビザ保有者

市内居住

区内の身元引受（予定）者、避難民の相談対応

世帯状況や生活の
見込み等の情報収集

相談業務

在留資格(1年)取得
➡≪住民登録≫

ウクライナ避難民支援の流れ（住民登録後）
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現金 または 口座払い

ウクライナ避難民に対する支援金

・ウクライナ国籍を有する方を含む世帯
・原則としてロシアが侵攻した令和４年２月24日以降ウクライナから出国した世帯
・支給決定の時点に、大阪市内に居住する世帯
・大阪市内に居住する18歳以上の方が身元保証人

支 給 対 象（以下のすべてを満たすもの）

ロシアのウクライナへの侵攻に伴い、大阪市在住の親族や知人を頼ってウクライナ
から大阪市に避難する方が、速やかに当面の生活・暮らしを営めるようにすること

目 的

世帯あたり： 50万円
単 身： 30万円

支給額

令和4年4月22日（金）

受付開始日

支給方法
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 本市が提供する市営住宅（無償：５０戸）へ入居されるウクライナ避難民の方に対し、

新生活の開始にあたり必要となる生活家電等を提供します。

 これらの生活家電等は、すべて、大阪市に本社のある

株式会社エディオン様からの寄附によるものです。

【ご寄附いただける生活家電等】

エアコン、照明器具、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジ、

ガスコンロもしくはIH調理器 ７品目×５０セット

市営住宅へ入居される避難民の方への生活家電等の提供

ウクライナ避難民支援の状況【都市整備局】

（参考）

ご寄附いただく生活家電等の搬入、設置まで株式会社エディオン様に行っていただきます。
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市営住宅へ入居される避難民の方への生活物品の提供

 本市が提供する市営住宅（無償：５０戸）へ入居されるウクライナ避難民の方に対し、

新生活の開始にあたり必要となる生活物品を提供します。

 これらの生活物品は、すべて、大阪市に本社のある

コーナン商事株式会社様からの寄附によるものです。

【ご寄附いただける生活物品】

布団、テーブル、いす、電気ケトル、ドライヤー、体温計等の備品や、

石鹸、シャンプー、歯ブラシ、タオル、トイレットペーパー等の消耗品など

５０品目×５０セット

（参考）ご寄附いただいた生活物品は、福祉局において保管を行い、入居される前に、

配送します。

ウクライナ避難民支援の状況【福祉局】
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国、他団体の主な支援策
令和4年4月19日時点

大阪市 日本財団
国

（公財）アジア福祉教育財団難民
事業本部

兵庫県 名古屋市

概要

○支援金
・１世帯あたり最大50万円（単身
30万円）
○住居環境が整うまでの間
・大阪国際交流センターホテル
　（無償）
○一時滞在
・市営住宅（50戸）
○伴走型サポート
・買い物同行、ニーズ聞き取り
　在留資格等各種申請
　コミュニティ設立支援

3年間で約50億円の支援

ウクライナ国民で、日本在住の身
元保証人のある方
〇渡航費の支援
　上限30万円/人
　※既に渡航している方も対象
〇生活費の支援
　年100万円／人×最長3年間
　※1世帯300万円上限
〇住環境整備費の支援 ：一律50万
円／戸
　※新しい住居に住まわれる方が
対象で家具や家電の購入費を支援

〇日本国内で活動するNPO団体等に
よる支援活動に対する助成
上限300万円　100％補助

日本に親族や知人がいない人が対
象
〇生活費
・一時滞在施設入所中：食費とは
別に、１日当たり12歳以上1000
円、11歳まで500円
・退所後：１日当たり12歳以上
2400円、2人目以降1600円、11歳
まで1200円
〇一時金（生活に必要なものの購
入費）
・16歳以上16万円、15歳までは8
万円
〇医療費、日本語教育や職業訓練
費
・国が実費を負担

ひょうごウクライナ避難民生活支
援金（仮称）（3,200万円）

〇一時滞在（20万円/世帯）
・公営住宅等に入居するまでの
間、県内宿泊施設に一時的に滞在
する費用を支援
〇生活開始のための一時金支給
（50万円/世帯）
・生活用品購入経費を支給
〇生活費（144万円/世帯）
・公営住宅に無償入居する避難民
に対し、食費・光熱水費・共益費
等相当額（１年間分）を支援

〇避難民への日常生活支援（300万
円）
・外国人支援団体等へ支援コー
ディネーター業務を委託し、避難
民の日常を支援（通訳含む）

○名古屋ウクライナ避難民支援実
行委員会を立ち上げ
構成員：名古屋市、公益財団法人
名古屋国際センター
協力：日本ウクライナ文化協会

一人10万円を支給

○避難民同士が母国語で語り合う
「つどいの場」開催

備考
4/7発表
大阪市ウクライナ支援募金

4/15発表
（事務局）
日本財団ウクライナ避難民支援室

政府から委託
4/11発表

4/6発表
ふるさとひょうご寄付金「ウクラ
イナ緊急支援プロジェクト」への
寄付金を活用

4/8発表
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