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調  査  概  要 
 

Ⅰ．調査の目的 
デンマークにおける難民受入政策を調査すると共に、第三国定住プログラムによって

受け入れられた難民及び庇護申請者等に対する言語教育、就職斡旋などの具体的措置と

その運用実態を調査し、わが国の難民定住支援策及び難民事業本部の事業に資すること

を目的とした。 

 

Ⅱ．調査の実施概要 
１．実施期間 

平成 17 年３月７日（月）～11 日（金）（５日間） 

 

２．調査対象国 

デンマーク王国 

 

３．調査員 

（１）アジア福祉教育財団 難民事業本部 関西支部長 竹 村 勝 之 

（２）アジア福祉教育財団 難民事業本部 援護課職員 安 永 知 子 

（３）桜美林大学 国際学部 助教授 佐 藤 以久子 

（４）特定非営利活動法人 かながわ難民定住援助協会 会長 櫻 井 ひろ子 

以上４名 

 

４．調査方法 

調査国の政府機関及び NGO 等の事務所及び施設を訪問し、関係者からの聴取及び視

察調査を行った。 

 

５．訪問先及び面談者 

３月７日（月） ①難民移民統合庁 

 面談者：Frederic Gammeltoft 氏（Deputy Head of Division,  

 1st Integration Division）（第一統合課課長補佐） 

 Sanne Larsen 氏（Head of Section, Immigration Law  

 Division）（移民法課係長） 

 ②日本大使館 

 面談者：小川大使、明石公使、浅沼専門調査員 

８日（火） ③出入国管理局 

 面談者：Morten Bo Laursen 氏（Senior Legal Adviser） 

 （上級法律顧問） 

 Mette van de Ven 氏（Head of Section, Asylum and  

 Visa Department）（庇護及び在留資格部係長） 

 ④サンドホルム庇護申請者受入施設 

 面談者：Susanne Lorentzen 氏（施設長） 
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９日（水） ⑤デンマーク難民評議会 

 面談者：Annelise Murakami 氏（コーディネーター） 

 ⑥カルチャーハウス庇護申請者活動施設 

 面談者：Karen Inger Thorsen 氏 (施設長) 

 Mette Trudso 氏（New Times 誌編集者）他 1名 

 ⑦外務省 人道支援及び NGO 協力課 

 面談者：Eva Grambye 氏（Head of Section）（係長） 

10 日（木） ⑧イスホイ市語学統合センター 

 面談者：Carsten Aner 氏（施設長） 

 Tove Rasmussen 氏（Head of Department）（部長） 

 ⑨Landsforeningen af danske（LFD）職員との意見交換 

 面談者：Jens Christian Seeberg 氏（前代表） 

 Hassan Salame 氏（代表） 

11 日（金） ⑩Nydansker, Association assisting New Danes with job  

 opportunities 

 面談者：Ayhan Can 氏（アドバイザー) 

 ⑪デンマーク難民評議会  

 面談者：Annelise Murakami 氏（コーディネーター） 
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調 査 結 果 
 

（要約） 

Ⅰ．難民受入政策 

デンマークの本格的な難民の受入れは 1960 年代より始まり、迫害から逃れ庇護を求

める難民として、1951 年の難民の地位に関する条約上の難民（以下、条約難民）と条

約難民に類似する事実上の難民を、移住労働者と同様に寛大に受け入れてきており、

1983 年の外国人法改正と共に難民を含む外国人の出入国管理の強化開始後も、1990 年

代までは比較的緩やかに行われてきた。 

しかし、労働市場への参入と自給率が低い難民を含む外国人の増大が社会負担となっ

てきたことや、９．11 のテロ事件等によるイスラム教徒に対する不信感等によって高

まった国内の外国人排斥傾向に強く裏打ちされて 2001 年に誕生したラスムセン政権

が、移民・難民の受入れを縮小する政策を打出し、法改正を行った。 

ここ数年間で庇護申請者及び条約難民の受入数は共に減少傾向にあるが、デンマーク

が受け入れた難民等の総数は申請数の約半分であり、第三国としての難民の保護への配

慮も行っている。また、デンマークは国際社会における難民問題の恒久的解決策として、

1989 年より国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）の第三国定住プログラムに基づく手続

によって毎年一定数（500 人前後）の受入れを行っており、これを合わせると、難民等

の受入れは数千人に上る。また、受け入れた移民・難民に対しては、早期の就労を促し、

デンマーク社会の一員としての自活を目的とした言語教育や就労促進を主に行う「統合

プログラム」の実施に力を注いでいる。 
 

Ⅱ．庇護制度 

デンマークの庇護政策の責務の範囲は 1951 年の難民の地位に関する条約を含め人権

諸条約の適用範囲で難民を受け入れることにある。それによって、①個々の庇護申請を

デンマーク国内で審査するものと②UNHCR の第三国定住プログラムに基づき難民キャ

ンプでの面接による選考の二通りの受入手続が行われている。①の個々の庇護申請によ

る受入対象者は、１）1951 年難民条約上の難民（条約難民）、２）死刑・拷問などの非

人道的処罰により国際的保護を必要とする者、３）デンマーク国内に家族が居住する、

強制送還不可、等の人道的理由による居住許可対象者である。また、②の第三国定住プ

ログラムに基づく受入対象者は上記の他、病気等身体に差し迫った理由がある場合等で

ある。 

上記により庇護を供与された者のうち、個々の庇護申請により庇護供与された者は３

年間の居住許可が与えられ、その後出身国の状況に応じて永住許可の申請が可能となる

７年後まで更新が可能となる。また、第三国定住プログラムによる居住許可者は入国時

に６ヵ月の滞在許可が付与され、その後、更に２年間の定住許可等に更新する。 

デンマークの主な庇護制度実施機関としては、８省庁の難民移民関連の部門を統合し

て設置された難民移民統合庁、個別審査と庇護供与等を行う出入国管理局、準司法的役

割により第一次却下事案の再審査を行う難民控訴審議会がある。その他、NGO であるデ

ンマーク難民評議会が UNHCR の第三国定住プログラムによる難民受入選考や、個別申請

による明らかに難民性の根拠のない事案に対する再審査を行う他、様々な NGO が個々の

申請者に対する情報提供や庇護施設運営など補完的役割を担っている。 
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Ⅲ．庇護申請者に対する支援 

庇護申請者は、首都コペンハーゲン近郊の「サンドホルム庇護申請者受入施設

（Sandholm Center）」に入所して、警察の事前調査及び健康診断、庇護申請手続に関す

る情報提供を受ける。その後、「通常の手続」審査過程に移行した者は、全国の「ノー

マルセンター(Normal Center)」に入所する。申請者は、健康上の理由等特別な場合を

除いて施設入所が義務付けられている。 

庇護申請者の受入施設は、所管官庁である出入国管理局との委託契約により、NGO、

外郭団体、地方自治体によって運営されている。申請者に対する支援としては財政支援

の他、言語及びデンマーク文化理解教育、職業訓練等が提供されている。また、幼児教

育や学齢期の青少年に対する教育も行われている。 

庇護申請者に対する医療支援は緊急治療を要するものについては無料で提供されて

いる。診療施設が各施設に設置されているが、拷問被害者等特別な治療を要する者の為

の専門施設は赤十字社によって運営されている。 

難民控訴審議会での二審を受ける者に対する法的扶助が一律に行われる他、政府から

の補助金あるいは独自の活動資金によって NGO から庇護申請者に、申請に係る助言や情

報提供が行われている。 
 

Ⅳ．クオータ難民及び条約難民等に対する定住支援 

デンマークにおけるクオータ難民及び条約難民等に対する定住支援は、出入国管理局

による割当数に基づいて受入れを行った地方自治体（市）が、統合法に基づき策定され

た統合プログラム（Integration Program）を提供することで実施されている。プログ

ラムの実施団体は、自治体が独自で行う場合と教育機関や NGO 等に委託をして行われる

場合があり、各自治体の判断に委ねられている。医療については、各自治体に難民の管

理が移管された時点で、自動的に国民健康保険への加入がなされることにより、国民と

同等の措置が行われる。 

拷問を受けた経験を有する者など、心理的問題を抱えているものに対する支援は NGO

等によって行われている。 
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Ⅰ．難民受入政策 

１．受入動向 

デンマークは、従来、迫害から逃れ庇護を求める者を 1951 年の難民の地位に関する

条約上の難民（以下、条約難民）と条約難民に類似する事実上の難民として比較的寛

大に受け入れてきた。 

しかし、2001 年 11 月に誕生したラスムセン政権は、移民・難民の受入れを縮小す

る政策を打出し、法改正を行った。この結果、ここ数年間で個々の庇護申請者数及び

難民の受入数は減少傾向にあるが、デンマークが受け入れた難民等の総数は庇護申請

数の約半分であり、第三国として難民の保護への配慮も行っている。また、デンマー

クは、UNHCR の第三国定住プログラムに基づく分担難民の受入れも行っており、1989

年以来一貫して毎年 500 人程度を受け入れている。これらを合わせると、デンマーク

は、毎年数千人の難民等の受入れを行っており、国際社会における人道的支援のため

に一定の負担分担を負っている。なお、統計については、35 頁以降のⅤ．資料参照の

こと。また、受け入れた移民・難民に対しては、早期の就労を促し、デンマーク社会

の一員としての自活を目的とした言語教育や就労促進を主に行う「統合プログラム」

の実施に力を注いでいる。 

 

２．政策 

（１）国策 

現行の難民・移民に対する基本政策は、次の４つである。 

１）国際文書の遵守（1951 年難民の地位に関する条約＋人権諸条約－欧州人権条

約、欧州拷問禁止条約、ダブリン条約、シュンゲン条約等）。 

２）受入条件の厳格化。 

３）既に受け入れた難民や移民に対する統合強化（言語取得と就労）。 

４）難民出身国周辺地域における難民保護促進。 

上記の１）より、デンマークにおける庇護政策は、国際社会における難民問題の

恒久的解決策としての人道的援助のために必要な負担を担うことであり、責務の範

囲は、1951 年の難民の地位に関する条約を含め人権諸条約の適用範囲で難民を受け

入れることにある。また、難民の受入れは、上記２）より、一般外国人を含む EU

域外の全ての外国人の受入れに対する入国を制限する傾向にあるが、難民の受入れ

においても例外ではなく、永住権許可や帰化申請において厳しい受入審査基準が設

定されている。更に、デンマークにおいて今日顕著な政策は、難民への保護が従来

は自国での定住許可を重視していたが、現行では難民出身国及びその周辺地域にお

ける難民への保護へとシフトする意向が強い。実際に、アフリカ地域他において既

に幾つかプロジェクトが実施されている。 

こうした難民への保護に対する政策転換には、幾つかの要因がある。１つは、社

会保障の負担を軽減したいが、増大した外国人のなかでも難民を含む未熟練移民の

労働市場への参入と自給率が低いために社会保障の負担が増えていることにある。

２つには、自立ができず生活保護に頼るこうした移民・難民には言葉や文化の壁が

より高くデンマーク社会のなかで孤立し、現実に、一定地域に集中して居住し低所

得層地域を作り、社会に二層構造を生み出す傾向が見られること、そして、地域の
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社会における健全な住民としての生活に溶け込まず、住民間のコミュニケーション

の問題が生じていることがある。３つには、冷戦終結による内戦の激化から庇護請

求者が急増したことや 2001 年９月 11 日のニューヨーク同時多発テロ事件により反

テロやイスラム教徒に対する脅威や不信感を更に広げたという外的要因が、デンマ

ーク国民の外国人嫌いや不信感を高め、こうした世論の動きが 2001 年 11 月の政権

交代や外国人及び難民受入縮小政策を支持したことにある。 

以上のように、難民の受入れに関して厳しい政策に変更しつつも、実際は、UNHCR

の第三国定住プログラムに基づく分担難民の受入れ等も含めると、毎年数千人の受

入れを行っており、国際社会における人道的支援のために一定の負担分担を負うと

いう実態に変わりはない。また、一旦受け入れた難民に対しては定住促進に積極的

に取り組んでおり、従来の受入れを見直し、現行では自治体による３年間の統合プ

ログラムによってデンマーク言語・文化を取得し、早く職を得て自活ができるよう

に力を注いでいる。また、同統合プログラムには、政府より３年間分の予算が支給

され、３年間以内にプログラムを終了しても良いため、各自治体は、早期にプログ

ラムを終了できるように個々のニーズに合わせて一人ひとり毎にプログラムを作成

し、積極的に工夫している。 

 

（２）多国間協力 

デンマークは、自国の政策に基づく独自の難民の受入れのみならず、国連及び

地域機関を通した多国間協力のもとにおいても難民を受け入れている。 

 

（イ）国連難民高等弁務官事務所（UNHCR） 

デンマークは、1989 年より毎年 500 人程度の難民を UNHCR の第三国定住プロ

グラムに基づいて受け入れている。 

 

（ロ）難民問題に関する北欧理事会（NSHF） 

デンマークは、北欧理事会（Nordic Council）のメンバーであり、ここでは、

他の北欧諸国との難民受入れに関する情報交換の場として（Framework of the 

Nordic Council for Refugee Affairs(=NSHF)）、年１回の閣僚級（外務大臣）

の会合と移民局による２回の非公式会合へ参加し、お互いの施策を学び必要に

応じて利点を取り入れている。また、出身地域情報を収集するための調査を共

同で行う場合もある。 

 

（ハ）欧州連合（EU） 

デンマークは、1973 年１月より EC（現 EU）の加盟国となり、EU を単なる外

交的機構ではなく政治的機構であると見なし、EU の打出す政策には積極的に関

わってきた。しかし、安全保障政策、福祉政策、国政、共通の通貨（EMF のみ

参加）に関する分野については留保し、実際に、国政に関する分野である難民・

庇護・移民問題については、1998 年にアムステルダム条約の批准においても留

保している。 

他方、EU と歩調を併せている事項があり、シュンゲン条約（Schengen 

Convention、1998 年に批准）に基づく旅券査証要求国や欧州指紋データベース
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（Eurodac、2000 年 12 月 11 日設立、2006 年完成予定）に基づく入国の証拠と

しての指紋の照合を早々に導入し、また、EU 域内の警察間の協力や犯罪におけ

る法的協力に積極的である。更に、デンマークは、ダブリン条約に基づき庇護

申請の受付如何を決定するための共通の手続基準を導入し、申請を正式に受付

ける前段階でスクリーニングを実施している。 

こうした EU 域内の取極めの他に隣国であるスウェーデンやドイツとの取極

めがあり、デンマークは、スクリーニングの結果、スウェーデンとドイツへ庇

護申請者を送還する例が多い（39 頁資料４「ダブリン条約に基づく処理件数

（1997 年－2004 年）」参照）。なお、送還事例の割合は、50％スウェーデン、30％

ドイツである。デンマークは、これら２ヵ国の動きに最も敏感であり、難民の

受入制度においては両国と類似するが、受入施策については、難民受入れに関

し緩やかな方へと歩調を併せる様子は見られず、内実は異なる。デンマークと

隣国との相違は、前述の EU 政策、歴史的経緯の違い、両国に比べ小国であるこ

と、そして、デンマークが 1949 年以来北大西洋条約機構（NATO）の加盟国であ

り一貫して米国重視の外交路線が強いことに一因がある。 

 

３．史的背景 

（１）本格的な難民の受入れ 

1950 年代～60 年代までデンマークは、戦後復興と高度成長期にあたり外国人労

働者を必要としており、主に近隣諸国と米国より移住労働者を受け入れた。具体

的に、当初は、ノルウェー、スウェーデン、フィランド、ドイツ、米国よりの移

住者が多く、また、デンマーク人の出国も多かったが、1960 年代以降の高度成長

期に入ると、近隣諸国及び米国以外の国からの移民の流入や自国民の貿易商等の

帰還が始まった。 

難民の受入れは、1960 年代に入り、デンマーク社会が復興し安定し始めた頃よ

り始まり、1952 年の外国人法に基づいて実施された。ただし、当時の難民の受入

れは、1983 年に外国人法が改正され出入国管理が強化されるまでは、他の外国人

（ゲスト・ワーカー）の受入れと同様にかなり緩やかであった。 

 

（２）「事実上の難民」の受入れ 

1970 年代より難民の出身地域がヨーロッパから第三世界へと広がり、また、難

民の流出原因が軍事紛争を含む一般化した人権侵害や紛争と貧困の混在が主流を

占めたことを背景に、「de facto refugees(事実上の難民)」の大量流出とその処

遇が問題となった。そこで、国連においては、1967 年に 1951 年難民条約の議定

書が制定され条約難民の対象を全世界に広げた。更に、欧州においては、1976 年

に欧州議会より勧告 773 が出され、事実上の難民への法的保護を付与するように

加盟国へ要請された。 

こうした EU の施策に応じ、デンマークは、1983 年に外国人法を改正し「事実

上の難民」を法的に保護の対象として定め、単なる居住権許可よりも難民の受入

れの保証をやや高めた（３年間の定住後に永住権許可付与）。 
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（３）難民・移民の本格的な出入国管理へ 

デンマークでは、1973 年に北欧諸国及び EU 域外の外国人労働者の受入れを停

止し、以来、庇護申請者と難民、そして彼等の家族の流入が急増した。外国人労

働者の流入停止は、1969 年頃より外国人労働者が既に社会問題として浮上してい

たことと石油ショックにより景気後退を恐れたためであった。 

その後、1983 年に出入国管理法を改正し、明らかに難民性の根拠のない申請に

対する手続と安全な第三国への送還を迅速に行う手続を導入し、難民を含む外国

人の出入国管理を強化し始めた。しかし、実際には、1990 年代までは難民の受入

れは比較的緩やかであった（36 頁資料１「庇護申請者及び認定者数」参照）。 

 

 

（４）難民受入れの縮小（2001 年～現在） 

2001 年７月の外国人法の改正により、デンマークは、従来の「事実上の難民」

のカテゴリーを廃止し、代わりに「拷問・非人道的処遇を受けた者への保護」を

規定した。これは、従来は、条約難民に類似する状況にある者全てを保護の対象

としてきたが、現行では、保護の対象者が明確に定められ、制限されていると言

えよう。ただし、新たなカテゴリーは、欧州人権条約と欧州拷問禁止条約や国連

拷問禁止条約に基づく（各３条の絶対条項）確固たる保護規定である。 

また、難民を含む外国人家族の呼寄せ基準が厳しくなり、成人した子ども（24

歳以上）の場合には、その両親の呼寄せが不可となった。更に、家族の統合条件

として、家族とは、配偶者、同居人、登録されている家族、そして、15 歳以下の

子どもとしている（2004 年）。 

条約難民や保護の対象者の居住権許可は、永住権許可を従来の３年から 2002

年以降には７年へと延長され、また、帰化による国籍取得についても、７年半か

ら９年へと延長された。また、現在、在外公館での庇護申請手続が廃止されてい

る（2002 年７月外国人法）（５頁のフローチャート参照）。 
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４．難民・移民の受入状況 

 
【表１ デンマークにおける難民受入れの歴史的変遷】 

1．1940 年代 

～1945 年代 

・ ナチス・ドイツによるデンマーク領土の占領。 

 

2．1945 年～ 

 

 

1952 年 

1960 年 

・ マーシャルプラン（米国）による援助を受け戦後復興。 

・ 北欧諸国間移動の自由。デンマークへの主な移住出身国：

ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、ドイツ、米

国。 

・ 外国人法の制定。出入国管理を始めるがかなり緩い。 

・ 高度成長期に入り、周辺国及び米国以外の外国人労働者が

ゲスト・ワーカーとして流入し（例：トルコ、パキスタン、

旧ユーゴ）、また、難民として流入（両者の線引きが曖昧）。

・ 1969 年～移住労働者の流入が社会問題となる。 

3．1970 年代  

1973 年 11 月 29 日 

・ 庇護請求者、難民とその家族の入国数が急増。 

・ 労働移民の制限：石油ショックにより、北欧諸国と EU 域外

の労働移民の受入停止。 

4．1980 年代 

 

1983 年 

 

・ 外国人の流入の主流が庇護請求者や難民とその家族となる

（例：イラン・スリランカ・ベトナム難民の急増）。 

・ 外国人法の改正。外国人の出入国管理を本格的に厳格に開

始。「事実上の難民」を法的に保護の対象とし、難民と同様

に３年間の定住後に永住権許可を付与。 

・ 明らかに難民性の根拠のない場合と安全な第三国への帰

還を迅速に処理するための庇護申請手続を導入。 

5．1990 年代 

 

 

1995 年～ 

 

 

1997 年～ 

1999 年 

・ 1994 年～97 年にソマリアより庇護申請者が急増し、また、

90 年代後半より、アフガニスタンやイラクより庇護申請者

急増。 

・ 1995 年より一時保護を導入し、ボスニア、コソボ、セルビ

ア・モンテネグロへ適用（なお、旧ユーゴスラビア出身者

に対し、永住権許可の場合も多かった）。 

・ ダブリン条約に基づくスクリーニング導入。 

・ 統合法の制定。 

6．2000 年代 

2001 年～ 

 

2001年 11月 27日 

2001 年 11 月 

2002 年～ 

・ 景気後退。庇護請求者が増加。 

・ 2001 年７月外国人法の改正、入国、庇護や家族の統合の条

件を厳しくし事実上の難民及び移民の受入れを縮小。 

・ 難民移民統合庁の新設。 

・ 右派のラスムセン政権へ政権交代。 

・ 2002 年、難民控訴審議会メンバー変更：難民評議会を外す。

 

参考資料： 

-Danish Immigration Service, Statistical Overview 2003. 

-OECD, ECO/WKP (2004) 9, working papers no.368 (30 Apr 2004). 
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Ⅱ．庇護制度 

１．庇護申請手続実施機関 

（１）外務省（Ministry of Foreign Affairs） 

・受入決定の準備： 

－UNHCR、EU、北欧理事会、多国間協議へ政策立案のために定期的に参加。 

－世界各地の難民状況や第三国定住を必要とする事案の情報収集。 

－難民出身国周辺地域への開発援助促進。 

－難民キャンプにおいて、個々の庇護申請者に対し面接による選考・決定への

参加｡ 

 

（２）難民移民統合庁（Ministry of Refugee, Immigration and Integration Affairs） 

・2001 年 11 月 27 日に既存の８つの省庁*内における難民移民関連の部門を統合

庁へ移し新設。 

＊統合省、法務省（国籍等一部のみ）、財務省、住宅都市整備省、社会福祉省、

労働省、内務省、教育省。 

・UNHCR の第三国定住プログラムに基づく難民の受入事案の選考と決定。 

・難民及び移民のデンマーク社会への統合法や統合関連の業務全般を行う。具体

的には、居住、就労、社会福祉、職場でのデンマーク語習得のための補助金、

労働市場、国籍付与、人道的理由による居住許可を取扱う。 

 

（３）出入国管理局（Danish Immigration Service） 

・内務省の管轄（1984 年以前は警察庁の管轄）。庇護申請手続の主要権限機関

（庇護審査・旅券査証部）。 

－受付、審査、審査の決定。 

－難民認定と庇護供与。 

－居住権許可の付与。 

－庇護申請者の収容施設提供・管理運営（デンマーク赤十字社（以下、赤十字

社）等への委託あり）。 

－就労許可、家族の統合に関する手続 

 

（４）難民控訴審議会（Refugee Appeals Board） 

・1984 年～現在まで、準司法的役割を担い、審理し口答で最終決定を下す。 

・出入国管理局による第一次審査が却下された全ての事案について、自動的に再

審査する。 

・審査メンバー： 

１）議長：裁判官。難民移民統合庁より決定される。同庁より幾人かの副議長

や他のメンバーが決定され参加する場合がある。 

２）弁護士：弁護士会や法曹界から指名され、難民移民統合庁が任命する。 

３）統合庁職員 

＊なお、従来は、外務省及び内務省職員とデンマーク難民評議会職員がメンバ

ーとなり５名構成であった。 
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４）その他：庇護申請者側にも国選弁護人がつき、弁護士が本人の代弁役を担

い、弁護士費用は政府が支払う。また、本人の希望により、本人が弁護士を

選ぶことも可能である。 

 

（５）デンマーク難民評議会（Danish Refugee Council(DRC)) 

・1983 年より、政府負担の軽減とこれまでの内外の支援活動の実績（1956 年ハン

ガリーの動乱より活動開始）を評価され、庇護申請手続の審査に参加。 

・明らかに難民性の根拠のない事案に対する再審査の実施。 

・UNHCR の第三国定住プログラムに基づく難民の受入選考・決定。 

・難民の統合及び庇護申請手続への支援。 

・難民出身国周辺地域での保護（帰還を含む）のために現地調査への参加 

（例：アフガニスタン）。 

＊デンマーク難民評議会（以下、難民評議会）は、1983 年～2002 年まで、

難民控訴審議会のメンバーであったが、現在は、メンバーから外され再

審査に参加していない。 

 

（６）その他 

（イ）国際機関：UNHCR、国際移住機構（IOM）（出国～入国までの移動手配）。 

（ロ）警察：国境警備、入国時の庇護申請の身元調査、退去強制命令後の責務（退

去強制の実施。輸送等）。 

（ハ）NGO：庇護制度の補完的役割を担う。例えば、政府法案への提言や意見の提出。

個別の庇護申請手続中において情報提供や手続の支援-団体例：アムネ

スティー・インターナショナル（申請手続支援）、LDF （Landsforeningen 

af danske）（個人による申請手続支援）、赤十字社（心身障害に対する

ケアの提供）。 

＊なお、現行の新しい方法として、各 NGO は、政府が立案した庇護申請者や難

民に対する支援プログラムを落札する形で支援に参加している。 

 

２．受入手続 

デンマークの難民の受入手続として、１）個々の庇護申請をデンマーク国内で審査

する手続と２）UNHCR の第三国定住プログラムに基づき主に難民キャンプでの面接に

よる選考手続の２つがある。 

（１）受入対象者 

現行の 2001 年外国人法（No.608）（以下、外国人法）より、以下の通りである。 

（イ）庇護対象者：条約難民（1951 年難民条約上の難民）（外国人法７条の１） 

（ロ）保護対象者：国際的保護を必要とする者（外国人法７条の２） 

①死刑・拷問等の非人道的処罰。 

（ハ）人道的理由による居住許可対象者（９条 b（１）（２））＊ 

①デンマーク国内に居住者がいて、家族の絆が強い場合。 

②強制送還不可の場合（18 ヵ月以上）。 

③申請時 18 才以下の付添人のない子どもであり、庇護申請手続

を受けられない状態にある場合（例：身体的及び精神的病）。 
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④申請時 18 才以下の付添人のない子どもで帰還した場合に危

機的な状態に置かれる場合（例：戦争状態や劣悪な生活環境）。 

⑤旧ユーゴスラビアのコソボ出身者及びコソボ緊急法令により

一時滞在許可を得ている者または以前に持っていた者。 

＊なお、人道的理由による居住許可は、難民移民統合庁による裁量により決定

されるが、許可は稀である。 

＊12 才以下の子どもについては、実際には、通常、個別審査なしで受け入れら

れている。しかし、15 才～16 才の場合には、ボーダーラインとなり問題とな

る場合がある。 

 

（２）個々の庇護申請手続 

手続の手順は５頁のフローチャート参照のこと。 

個々の庇護申請手続には、次の３つの段階がある。 

（イ）手続１：迅速な手続 

警察による身元確認、入国ルートの尋問を行い、庇護申請受理如何を判断す

る。つまり、事前審査（スクリーニング）を実施し、ダブリン条約適用事案と

安全な第三国経由事案については、庇護審査の受付を却下し送還手続へと進む。

経由国等の判断材料として、シュンゲン条約に基づく旅券査証や指紋データベ

ースに基づき指紋を照会する。デンマークは、既に同システムをかなり積極的

に活用している。 

（ロ）手続２：明らかに難民性の根拠がない場合 

出入国管理局が第一次審査をした結果、明らかに難民の蓋然性がなくその根

拠がないと判断した場合、事案は自動的に難民評議会へ送られ検討される。そ

して、難民評議会が出入国管理局の判断に同意すれば申請は最終的に却下され、

反対であれば、事案は難民控訴審議会へ送られ、同控訴審議会が最終的に判断

を下す。 

（ハ）手続３：通常の手続 

出入国管理局が、第一次審査を行う。そして、却下事案は全て自動的に難民

控訴審議会で再審査され、難民控訴審議会が最終判断を下す。また、難民移民

統合庁が人道的理由に基づく居住権許可を下す場合もあるが、稀である。 

 

特記事項 

＜審査時間＞ 

通常の審査：１ヵ月半～２ヵ月間半程度。迅速な審査：２～４日間。 

＜居住許可＞ 

通常は、当初２年間の定住権許可を付与し、その後は、７年後に永住権許可と

なるまで居住許可の更新手続を必要とする。また、人道的理由による定住許可の

場合には、一時滞在許可の場合がある。 

＜難民の受入率＞ 

条約難民認定（庇護供与）率はかなり低いが、難民等の総受入割合は従来は高

く、2000 年には 50％を超えていた。しかし、現行では 10％である（2004 年）。 
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＜主な難民の出身国＞ 

2004 年度版（庇護申請者）：セルビア・モンテネグロ、アフガニスタン、イラ

ク、ソマリア、ロシア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、イラン、パレスチナ 

（37 頁資料２「国籍別庇護申請者数（1995 年-2004 年）」参照）。 

 

（３）UNHCR の第三国定住プログラムに基づく受入れ 

デンマークは、個々の庇護申請手続による難民等の受入れを補完する方法とし

て、1989 年より UNHCR の再定住プログラムのもとで毎年一定数の難民及び国際的

保護を必要とする者を受け入れている。 

（イ）受入枠 

毎年 500 人程度。 

2004 年度実施例：受入数 485 人、却下数 144 人 

内訳１：主要受入国等：コンゴ､インドネシアのアチェ州、ビルマのカレン族

とモン族｡ 

内訳２：特別枠：緊急事案、特別に治療を必要とする難民のための受入れ 

（20 件を上限とする個別事案）。 

 

参考資料：Tour de table on refugee resettlement programs 2004/2005 

Information as of November 2004. 

 

（ロ）受入基準 

受入基準は、前述の個々の庇護申請手続における受入対象者と同様に、原則

として人種、宗教、国籍、政治的意見、特別な社会的集団に属するために迫害

を受ける恐れがあることを条件とする。具体的に、以下の３つカテゴリーに該

当しかつデンマークでの再定住が最も相応しいと考えられる場合である。なお、

家族の統合は別枠であり、当該難民がデンマークに定住後に別途申請する必要

がある。 

①保護の必要性：1951 年難民の地位に関する条約、国連及び欧州拷問禁止条

約、UNHCR 規程に基づく庇護及び保護対象者。 

②緊急事態：病気等で身体に差し迫った理由がある場合。 

③特別事案：病気の治療等が困難で深刻な場合。常に受入体制あり。 

 

（ハ）選考方法 

選考方法は次の 2つである。また、デンマークでは、主に bの当局を現地に

派遣し面接による選考を実施している。 

ａ．書類審査：UNHCR が選考した書類に基づいて審査し受入れを決定する。 

ｂ．現地派遣：年２回難民キャンプで実施。 

出入国管理局、難民評議会及び外務省（現地大使館）による面

談と決定。 

事前準備：デンマークとの絆（家族の有無等）等の確認。 

 

2005 年度の派遣予定：２回派遣（1.ジンバブエ、2．バンコク（アチェ難
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民）とクアラルンプール（ビルマ難民）） 

 

（ニ）異議申出 

異議申出の手続はない。 

 

（ホ）地位 

出入国管理上の地位は、受入形態に関わらず難民として受入れ、また、入国

時に６ヵ月間の滞在許可を付与する。その後、２年間の定住許可を付与し、永

住権許可まで（７年後）定住許可を更新し得る。 
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Ⅲ．庇護申請者に対する支援 

１．概要 

庇護申請者は、首都コペンハーゲン近郊の「サンドホルム庇護申請者受入施設

（Sandholm Center）」に入所して、警察の事前調査及び健康診断、庇護申請手続に関

する情報提供を受ける。その後、「通常の手続」審査過程に移行した者は、全国の「ノ

ーマルセンター(Normal Center)」に入所する。申請者は、健康上の理由等特別な場合

を除いて施設入所が義務付けられている。 

庇護申請者の受入施設は、所管官庁である出入国管理局からの委託契約により、NGO、

外郭団体、地方自治体によって運営されている。申請者に対する支援としては財政支

援の他、言語及びデンマーク文化教育、職業訓練等が提供されている。また、幼児教

育や学齢期の青少年に対する教育も行われている。 

庇護申請者に対する医療支援は緊急治療を要するものについては無料で提供されて

いる。診療設備が各施設に設置されているが、拷問被害者等特別な治療を要する者の

為の専門施設は赤十字社によって運営されている。 

難民控訴審議会での二審を受ける者に対する法的扶助が一律に行われる他、政府か

らの補助金あるいは独自の活動資金によって NGO から庇護申請者に申請に係る助言や

情報提供が行われている。 

 

２．支援内容 

（１）住居 

庇護申請者は、原則的に審査の全過程を通じて施設で生活する。施設は出入国

管理局が所管し、委託契約に基づいて、赤十字社、デンマーク・エマージェンシ

ー・マネージメント・サービス（Denmark Emergency Management Service）1、地

方自治体（ハンストホルム（Hanstholm）市、ブロヴスト（Brovst）市)が管理・

運営している。組織ごとの受入数は以下の通りである。 

 

【表２ 入所中の庇護申請者数（2004 年）】 

デンマーク赤十字社(Denmark Red Cross) 3,492 人

デンマーク・エマージェンシー・マネージメント・サービス(Denmark Emergency Management Service) 922 人

ハンストホルム(Hanstholm)市 147 人

ブロヴスト(Brovst)市 157 人

（出典）出入国管理局“Distribution of accommodation for 2004, cf. the Budget, 2004” 

 

庇護希望者は、サンドホルム受入施設に入所し、警察の事前調査や健康診断を

受け、デンマークでの申請を認められた者は庇護申請を行う。同施設の収容定員

が超過した場合、アブンストルップ（Avnstrup）受入施設に移送されることもあ

る。その後、審査が「通常の手続」審査過程に入った者は全国各地のノーマルセ

ンター（Normal Center）に入所する。なお、単身で庇護を求めて入国した 18 歳

未満の子どもは、ファサン（Fasan）もしくはグリブスコフ（Gribskov）受入施設

                                                  
1 国防省(Ministry of Defense)の外郭団体。2005 年中に施設閉鎖予定。 
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に入所する。申請数の減少に伴い庇護申請者が入所する施設も減少しており、2005

年６月現在、全国の申請者収容施設は 13 ヵ所である。 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ハンストホルム受入施設          受入施設全国分布図(2004 年) 

 

施設外での生活者について「通常の手続」審査過程にあり、心臓病疾患、癌、

人工透析の必要のある者及び精神疾患がある者、身元引受人となる親族がいる単

身の子どもは、医療費及び申請手続の為の交通費を含む財政支援を受ける事が可

能であるが、それ以外の者に対する財政支援は行われない。 

 

◆ サンドホルム受入施設 

調査団が視察した、コペンハーゲンの北西 35km のアレロッド（Allerød）市

にあるサンドホルム受入施設の詳細は以下の通り。 

 

ａ．沿革・運営主体 

1994 年設立。所管である出入国

管理局の委託により赤十字社の庇

護部門が管理・運営を行う。施設

の目的は、申請者の受付、申請に

係る情報提供、健康診断、事前調

査、申請者及び申請却下後の送還

待機の者に対する住居提供である。 

敷地内には出入国管理局の出先

事務所がある他、法務省管轄の拘

禁施設が併設されている。         サンドホルム受入施設 

 

ｂ．入所者 

2005 年３月現在の収容者数は 780 人。そのうちの約 10～15％は登録直後、

約 80％は庇護不認定後送還待機の者、それ以外は何らかの理由で他の施設に

入所できなくなった者である。その他、身元不明の者、事前調査に非協力的
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な者、逃亡の恐れがある者等が法務省管轄の拘禁施設に収容される2。 

 

ｃ．予算 

出入国管理局は、2004 年現在庇護申請者１人当り年間 12 万 9,000 クロー

ネ3で予算を組んでいる。同予算には、人件費、住居費、生活費等、すべての

経費が含まれている。 

 

ｄ．人員 

約 70 名。内、管理部門２名、登録部門７名、入所/情報部門 10 名、予約部

門２名、ネットワーク部門 21 名、プレイグループ/ユースクラブ/ジョブセン

ター12 名、保健管理部門 22 名（医師２名、保健士 13 名、通訳２名含）、通

訳部門４名。常勤職員、パートタイムを含む。その他、ボランティアがいる。 

 

ｅ．施設設備 

居住部門には、単身者部屋（通常３人部

屋）及び家族部屋がある。単身者用のトイ

レ・シャワーは共同、平屋建ての長屋作り

の家族部屋には、各部屋に併設されている。

食事は一日３食、食堂で提供されており、

自炊は認められていない。 

食堂は、家族、単身男性等グループ毎に

交代で使用する。また、各国語の図書、新

聞、庇護申請情報の他、パソコン数台が設

置されているインフォ・カフェがある。 

その他、ポイント制で購入できる服の店、

クリニック、裁縫室、幼稚園等がある。ま

た、通訳センターがあり、全国の施設に各

国語の通訳を派遣している。           居室（単身者用） 

カフェテリア              インフォ・カフェ 

                                                  
2 庇護申請者、送還待機者の拘禁については、地方裁判所が４週間毎に拘禁の妥当性等を評価している。 
3 245 万 1,000 円。１デンマーククローネ＝19 円で換算。以下、同様。なお、2004 年の庇護申請者支援に

係る総予算は５億５千万クローネ（104 億５千万円）。 
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ｆ．周辺住民との関係 

施設長の説明によると、近隣住民からの苦情がある場合は、訪問や手紙な

どで丁寧に説明を行い、難民問題全般の説明も含め、施設に対する理解を深

めてもらうための努力をしている、とのことであった。 

 

ｇ．入出管理 

面接等の所定の時間以外の

入所者の出入りは自由である。

入所者の保護の為、訪問者の

入場規制がある。 

 

ｈ．その他 

同施設については、収容人

数の多さから、女性入所者の         施設正門 

安全面への懸念、一般のデン 

マーク人との交流が殆どないことによる子どもの精神面への影響、また、長

期に亘る施設での生活と活動の自由がないこと等による成人入所者の精神面

への影響を懸念する報告が行われている4。 

 

（２）財政支援 

庇護申請者に対する財政支援は以下の表の通りである。 

 

【表３ 一日当りの財政支援額】 

・基本手当（サンドホルム受入施設入所者を除く／２週間毎に前払い） 

単身の成人 40.71 クローネ（約 770 円） 

配偶者がいる者 32.23 クローネ（約 610 円） 

・補足給付金（２週間毎に後払い） 

事前審査過程及び送還待機の者 6.79 クローネ（約 130 円） 

通常の手続審査過程の者 23.75 クローネ（約 450 円） 

・第１子及び第２子の扶養手当（給食利用の場合は減額／２週間毎に前払い） 

事前審査過程及び送還待機の者 47.50 クローネ／子（約 900 円） 

通常の手続審査過程の者 64.46 クローネ／子（約 1,220 円） 

・第３子及び第４子の扶養手当（給食利用の場合は支給されない／２週間毎に前払い） 

事前審査過程及び送還待機の者 33.93 クローネ／子（約 640 円） 

通常の手続審査過程の者 33.93 クローネ／子（約 640 円） 

（出典）出入国管理局配布資料 “New rules on benefits, training and activation  
measures for asylum seekers in Denmark”  

 

18 歳から 60 歳の庇護申請者には後の言語教育及び職業訓練の他、施設内の掃

除や雑用への参加が義務付けられている。病気等の特別な事情を除き、義務を履

                                                  
4 2005 年３月 15 日付 Jyllands-Posten 誌 
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行しなかった者への補足給付金の給付は行われない。 

「通常の手続」審査過程において不認定になった者で、送還を拒否をした者に対し

ては財政支援ではなく、２週間毎に食料及び日用品の入った「弁当箱（food box）」5

の支給が行われる。 

 

【表４ 条例により庇護申請者に義務付けられている活動内容】 

事前審査中及び送還待機中の者 ・30 時間のデンマーク社会理解クラス受講 

・掃除等の施設内雑用や運営業務補助 

・週 10 時間の施設内での職業実習等の活動参加 

通常の手続審査過程の者 ・週 10 時間のデンマーク語もしくは英語クラス受講 

・清掃等の施設内雑用や運営業務補助 

・週 10 時間の施設内もしくは外部での職業実習等の

活動参加 

（出典）出入国管理局配布資料 “New rules on benefits, training and activation  
measures for asylum seekers in Denmark” 

 

（３）言語教育 

表４の通り、庇護申請者には一定時間の言語教育受講が義務付けられており、

施設運営の委託を受けている団体がそれぞれ実施している。調査団は、申請者に

対する言語教育について、サンドホルム受入施設及びコペンハーゲン市中心部に

ある赤十字社の庇護部門が運営する申請者の活動施設、カルチャーハウス

（Kulthus）で調査を行った。その概要は以下の通り。 

（イ）サンドホルム受入施設 

ａ．教師：デンマーク人の有資格者。赤十字社が雇用。 

ｂ．クラス：６クラス、各クラス約 16 人程度。 

ｃ．学習内容：個々のニーズに従ってレベルチェックを行いながら、教師が作

成した教材を使用して会話を中心とした基礎学習を行う。試験

は行わない。 

 

（ロ）カルチャーハウス 

ａ．教師：サンドホルム受入施設と同様。 

ｂ．クラス：学習者は「通常の手続」審査過程に

ある者３～40 人程度。常時受入れを

行っている。 

ｃ．学習内容：リソース型パターン学習。デンマ

ーク社会理解に関連した内容の学

習を行う。戸外学習もある 

ｄ．その他：視聴覚教材による自習カリキュラム

を提供。送還待機者及び希望者 

     カルチャーハウス入口 

                                                  
5 「弁当箱」支給措置対象者は妊婦や子ども等を除く。なお、この措置については各方面からの批判の声

が強く、2004 年 12 月にデンマーク政府はこの措置の廃止予定を発表した。 
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にはボランティア教師による英語教育が提供される。また、コン

ゲルンデン特別養護施設への教師派遣も行っている。 

 

サンドホルム受入施設で聴取したところ、入国

直後の申請者は学習に対する強い意欲を持ってい

るが、審査が長引くにつれ動機付けが弱まり、補

足給付金による動機付けはあまり機能していない

とのことであった。また、カルチャーハウスで面

接した語学教師によると、申請者数の減少により

クラス数も減少し、文盲者と高学歴者が同クラス

で学習しなければならない等、効果的な教育提供

が難しくなっており、初歩レベル止まりの者が多

いとのことであった。 

 

 

語学教師と手作りの教材 

 

（ハ）その他の教育 

７歳から 16 歳までの学齢期の子どもに

対しては、通常の公立学校と同じ時間数

のデンマーク語及び英語教育、それ以外

の課目学習が義務付けられている。また、

17歳から21歳の青年に対する特別教育、

６歳以下の子どもに対しては幼児教育が

提供されている。 

サンドホルム受入施設内には幼稚園が

あり、週５日間の保育を行っている。詳

細は以下の通り。            カルチャーハウス廊下の戸外学習の写真 

ａ．職員：保育士４名、 

問題のある子どもの専任職員１名、インターン１名。 

ｂ．参加者：３歳から５歳児、42 人。 

ｃ．保育時間：午前９時～12 時及び午後１時半から４時。 

ｄ．期間：入所期間を通して。平均は数ヵ月だが、数年に亘る子どももいる。 

ｅ．内容：年間計画に基づいた、お絵かきや、ゲーム、パン作り等の幼児教育｡

語学教育は行わないが、デンマーク語で話しかけることで言語的刺

激を与えている。また、職員によると、送還待機中の子どもたちも

楽しく過ごし、良い思い出を持ってこの先の人生を歩ませることを

目標としている、との事であった。 

 

（４）就労及び職業訓練 

庇護申請者の就労は認められていないが、職業訓練が提供される。又、医療従

事者や IT 専門家等の特殊技能を有する者は、就労資格取得制度 (Job Card 
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Scheme)6 によって、特定の分野での就労許可並びに在留資格を取得することが可

能である。 

提供される職業訓練には、収容施設内及び庇護申請者のための活動施設で提供

されるものの他、企業等での実習が含まれる。これは、近年施行された出入国管

理局の条例にある申請者の「活性化(Activation)」の一環として実施されている。

その目的は、申請期間中を無為に過ごさず、申請者の活動意欲と職業技術を失わ

せないこと、申請者の持つ技能を労働市場で活用すること、デンマークで庇護を

受けることが決まった者をデンマーク社会に適応しやすくさせること、申請を却

下された者が帰国した後も自国で活かすことができる技術を身につけさせること

である。また、いずれの活動も申請者の主体性が重視されている。 

調査団が訪問した、カルチャーハウスで提供されていた活動は以下の通りである｡ 

 

（イ）活動 

ａ．内容 

・デンマーク文化理解促進及び在留資格取得後の労働市場への適応促進を目的

とした、音楽、美術、履歴書作成、求職方法等についてのワークショップ 

・庇護申請者の個々のニーズに応じた IT 等の教室 

・類似の学歴・職歴等共通の関心事を持つ庇護申請者のグループ活動｡例とし

て､技術者グループによる企業訪問や大学での講義の聴講や討論会がある 

・庇護申請者、難民、難民問題に関心のある一般市民向け情報誌”New Times”

の発行や、学校や企業で難民問題についての出前講座を行う、庇護申請者

情報発信グループ(Asylum Seekers Information Group)の活動 

 

 

 

 

 

 

New Times 誌              IT 教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

New Times 誌編集室             学習室 

                                                  
6 デンマーク国内で労働力が不足している分野に対する就労許可制度。この制度による在留期間は３年間。

更新も可能だが期間中に失職した者の在留資格は無効になる。 
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ｂ．参加者 

対象は 2005 年３月現在、約 3,500 人の庇護申請者及び庇護供与を受けた統

合プログラム（後述）参加者。 

前述の活動には、赤十字社が他の NGO や企業連合等の関連組織と協働で提

供している Want2Work というプログラムが含まれている。このプログラムで

は企業や大学、病院などと提携して下記の研修を行う他、実習先の斡旋を行

っている。 

 

►ＩＴ専門家養成講座 ►介護及び福祉技能 ►食品衛生

►パソコン組立技術 ►農業及び森林関連技能 ►裁縫技術

►ビジネス経験者の為の起業知識 ►ジャーナリズム ►運転免許

 

 

研修の具体例として、ここでは 11 週間の女性のためのコースを簡単に紹介

する。これは、デンマークで不足する高齢者介護従事者を補うため、家庭外

での労働習慣を持たない女性の能力を適合させ、彼女達の権利擁護と機会均

等を促進することを目的としており、デンマーク語及びデンマーク文化、福

祉に関する学習、看護室見学や実習訓練等を組み合わせた４段階のステップ

で構成されている。 

なお、庇護申請が却下になった者は、施設内での訓練に限り、帰国の前日

まで受講が可能である。聞き取り調査を行ったところ、送還待機中の者は裁

縫技術や IT 関連の訓練を受ける者が多いとのことだった。 

 

（５）医療 

 18 歳以上の庇護申請者に対する医療措置

は通常の旅行者と同程度である。即ち、心疾

患等、緊急の治療を要するものについてのみ

無料で提供される。18 歳未満の子どもは、生

後まもなくの保健師訪問、定期健診、予防接

種を含め、デンマーク国民と同等の医療措置

が受けられる。赤十字社は、医師、歯科医、

精神科医、看護師等の医療スタッフを各施設に

配置しており、必要に応じて医療通訳をサンド

ホルム受入施設から各施設に派遣している｡ 

基本的に庇護申請者は施設内の診療所で診察を受けるが、入院など施設外の病

院を利用する場合もある。また、各施設では聾唖等の身体障害者への対応も行わ

れている。 

サンドホルム受入施設長によると、庇護申請者にかかる医療費の中で最も多く

の割合を占めるのが虫歯治療である。その為施設では、歯磨きの習慣づけなどの

衛生指導も行っている。また、入国前もしくは施設入所中に統合失調症等を発症

する者も多いとのことであった。 

庇護申請者は、サンドホルム受入施設入所中に健康診断を受けるが、その際に

サンドホルム受入施設内診療所



－24－ 

拷問を受けた経験についても問診を受ける。また、特定の国の出身者には HIV や

結核などの検査も任意で提供されている。また、単身で入国した未成年の子ども

の申請者は拷問等の経験による精神疾患についての検査を、デンマーク国立病院

内法医学診療所（The Clinic of Forensic Medicine at the National Hospital of 

Denmark）で受けることが可能である。その際、通訳、カウンセラー、代理人が同

席する。 

拷問を受けた経験による心的外傷などの重度の精神疾患のある者は、コペンハ

ーゲン近くのアマガー（Amager）島にあるコンゲルンデン(Kongelunden)受入施設

に入所し、精神科医による専門治療を受ける。 

 

（６）法的支援 

庇護申請者に対する公的資金による法的支援には「公的法律扶助制度」と「難

民控訴審議会弁護士指名制度」の二通りがある。前者は、難民控訴審議会に控訴

を行う以前の審査の全過程において提供されるものであり、後者は「通常の手続」

による一審が不認定になった申請者に対して、外国人法 55 条１項に基づき、国選

弁護人をつける、というものである。また、申請者が弁護士を指名することも可

能である。 

「通常の手続」審査過程において、庇護申請者が自ら選択した弁護士の出入国

管理局での面接調査の立会いは可能である。しかし、前述の「公的法律扶助制度」

については、扶助額がごく限られており、難民問題に詳しい弁護士の数も限られ

ているため、弁護士が長時間に亘る面接調査に立ち会ったり準備を行うことが難

しく、実際にはあまり機能していない。また、「明らかに難民性の根拠のない事案

手続」中の申請者も制度を利用することが可能であるが、実際には殆どの申請者

は何の法的支援も受けられない状態でいる、更には、申請者の入所施設が全国に

分散しているため、申請者によっては弁護士への直接相談が難しい場合がある、

との指摘がある。 

その為、実質的に現在デンマークで行われている法律扶助は後者の「難民控訴

審議会弁護士指名制度」のみである。なお、これを利用する申請者には、弁護士

との面会の為の交通費も補助される。 

上記の他、NGO による情報提供や法律相談が行われている。調査団が面接をし

た NGO の活動は以下の通りである。 

 

（イ）赤十字社 

庇護申請者に対する援助の一環として、サンドホルム受入施設において 28

ヵ国語のリーフレットの配布、及び各国語のビデオによる難民認定手続の説明

を行う。 

 

（ロ）難民評議会 

定期的に庇護申請者が入所している施設やコペンハーゲン中心部にある事務

所で情報提供を行う他、団体に登録している弁護士による個別相談を提供して

いる。また、電話、ファックス、書面、電子メールによるカウンセリングも行

い、審査の見通しなどに関する助言を行う。施設内で行われる情報提供や個別
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相談は施設を運営する赤十字社の委託によって行われ、希望者が参加する。出

資は出入国管理局である。なお、同団体は、認定後の複合プログラムや自主的

帰還準備、家族呼寄手続等の各種手続に関する個別相談にも対応している。 

 

（ハ）LDF(＝Landsforeningen af danske) 

寄付等による独自の活動資金で、ボランティアが個々の庇護申請者に対して

警察への登録前から却下後を含む全段階での情報提供、弁護士の紹介、第三国

定住、送還に関する助言を行う。現在登録されているボランティアは約 170 名。

具体的には申請前の庇護希望者に対して、権利や申請に当たっての注意事項を

伝える他、難民及び申請者の出身国の事情に詳しい弁護士のリストを提供して、

必要時に申請者が連絡を取れるようにしている。又、登録弁護士による無料法

律相談も提供されている。その他、入国前の庇護申請希望者への助言や、認定

の可能性の低い者に対する EU 以外の国への第三国定住に係る助言、却下後に出

身国に送還されないようにする行政への個別の働きかけ、家族呼寄手続に関す

る助言等も行っている。 

なお、庇護申請者が出入国管理局に委任状を提出すると、申請に際して提出

した書類を第三者である支援団体もしくは弁護士が閲覧することが可能であり、

NGO が案件を照査し、申請者の難民性を確認した上で支援を行うことも可能と

のことであった。 
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Ⅳ．クオータ難民及び条約難民等に対する定住支援 

１．概要 

デンマークにおけるクオータ難民及び条約難民等に対する定住支援は、出入国管理

局による割当数に基づいて受入れを行った地方自治体（市）が、統合法に基づき策定

された統合プログラム（Integration Program）を提供することで実施されている。プ

ログラムの実施団体は、自治体が独自で行う場合と教育機関等に委託をして実施され

る場合があり、各自治体の判断に委ねられている。医療については、各自治体に難民

等の管理が移管された時点で、自動的に国民健康保険への加入がなされることにより、

国民と同等の措置が行われる。 

拷問を受けた経験を有する者など、心理的問題を抱えているものに対する支援につ

いては、NGO によって行われている。 

 

２．支援内容 

（１）住居 

在留が認められた者の居住地は、各自治体の割当数によって出入国管理局が決

定するが、その際、庇護申請時の申告に基づき、親族や同民族出身者の居住地や

特別な医療の必要性等、個々の事情も考慮される。各自治体の割当数は、外国人

の特定地域への集中を避けるために設定される。難民は指定された自治体に統合

プログラムに参加する３年の間居住する義務があるが、就職による期間中の移住

は認められている。多くの場合、３年間のプログラム終了後に都市に移住し、都

市部に外国人が集中する傾向にある。 

自治体は、難民の受入れから３ヵ月以内に住居を提供すること及び適当な住居

が見つかるまでの期間は仮の住居を提供する事が義務付けられている。また、非

営利の住宅協会が外国人の住居問題に関する個別支援を行っている。 

 

（２）財政支援 

経済支援を必要とする者に対して、「導入手当（Integration Benefit）」が支給

される。滞在許可を得て最初の７年間の「導入手当」の額は、デンマーク国民に

対する生活保護費の約５割から７割であり、早期就職の動機付けのため低く設定

されている。 
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【表５ 難民に対する月額導入手当】 

対象 金額 

25 歳以上の既婚者もしくはパートナーがいる者 4,231 クローネ 

（約 80,389 円） 

25 歳以上の単身者 5,103 クローネ 

（約 97,071 円） 

25 歳未満で両親もしくは親のどちらかと同居していない者 4,231 クローネ 

（約 80,389 円） 

25 歳未満で両親もしくは親のどちらかと同居している者 2,103 クローネ 

（約 40,071 円） 

上記の他、18 歳未満の子どもの扶養手当、65 歳以上の高齢者への年金が国民と

同額、住宅手当が家賃及び収入額に応じて支給される。また、歯科等保険対象外

のものの治療費、日用必需品購入費、不測の事態における出費への補助も行われる 

 

（３）統合プログラム 

プログラムは、外国籍住民の自立を目的として各自治体で実施されている。難

民も他の外国籍住民と同様に早期に自立することが期待されており、18 歳から年

金受給年齢に達するまでの難民は、居住地の自治体で提供されるプログラムに３

年間参加することが義務付けられており、永住権取得の条件になっている。統合

プログラムは個人と自治体の間で締結される契約に基づいて施行される。実施機

関は自治体の他、自治体から委託を受けた教育団体や NGO 等である。尚、費用に

ついては1998年12月31日以前に難民としての在留許可を得た者に対する在留初

期 18 ヵ月の自治体の関係経費の 10 割を難民移民統合庁が還付する。1999 年１月

１日以降に在留資格を付与された者に対しては、自治体が支給した導入手当費の

75％を国が還付し、残りの 25％は自治体への基本補助金で賄われている。しかし、

政府は 2007 年１月１日より、自治体に対する助成を 50%に削減することを検討し

ている。 

 

【表６ 自治体に対する政府の各種助成金】 

内容 金額 

３年間の統合プログラム提供に係る諸経費 一人当たり月額 3,322 クローネ 

（約 63,120 円）

統合プログラム参加中の就労実習訓練受講者への実

習手当て及び仮契約期間の給与補填に対する助成 

一人当たり月額 6,823 クローネ 

（約 13 万円）

統合プログラム期間中のカウンセリング等の提供に

対する助成 

一人当たり月額 5,773 クローネ 

（約 11 万円）

３年間の統合プログラム期間内に通常の就職をした

場合の褒賞 

一人当たり  20,992 クローネ 

（約 40 万円）

 

（イ）対象者7 

・1999 年１月１日以後に在留資格を得た者 

                                                  
7 運用に関して各自治体に広範囲の裁量が与えられているため、自治体によって異なる。 
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・在留資格を得た時点で 16 歳から 64 歳までの者 

・ＥＵ加盟国、北欧諸国以外の国の出身者 

・難民及び家族統合によって在留資格を得た者 

 

（ロ）内容 

プログラムの内容は、「統合法及び成人外国人に対するデンマーク語教育に関

する法律（The act on Danish Language Tuition for Adult Aliens in Denmark）」

によって以下のように規定されている。 

・自治体受入後１ヵ月以内にプログラム開始。 

・就職及び就学を目標とした個々の行動計画を作成。 

・最短 20 時間のデンマーク社会及び文化理解講座。 

・週 18 時間のデンマーク語教室。個々の技能及び背景に基づいてクラス設定を

行い､レベル毎に修了試験を行う。 

・自立を目的とした「活性化（Activation）プログラム」の提供。ここには職

業訓練、成人学習、就職ガイダンスや職業相談が含まれる。 

 

なお、障害者、拷問犠牲者等は通常の参加者より長期のプログラムの提供など

の特別措置が図られ、デンマーク語と活性化プログラムを必要としない者や健康

上の理由がある者に対しては一部参加が免除され、障害年金受給者には全面免除

される。 

調査団は、イスホイ(Ishøj)市の「イスホイ市語学及び統合センター（Center for 

Language and Integration in Ishøj ）」を訪問した。詳細は以下の通りである。 

ａ．概要 

1999 年設立。イスホイ市他３市の合同出資による独立施設。全国から通学

する外国籍住民に対する語学教育の他、イスホイ市在住の参加者に対する活

性化プログラムの提供を行う。全国に先駆けて語学とその他のプログラムを

同一施設で提供した。 

 

ｂ．参加者 

毎週約 650～700 人が参加。年間延べ参加者数は 1,100 人。イスホイ市及び

３市の他、遠隔地からの参加者もいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター中庭 

メインビルティング 
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【表７ 参加者内訳（2003 年実績より）】 

男女比 男性 39％ 女性 61％ 

年齢 10 代以下 7％、20 代 39％、30 代 32％、40 代 16％、50 代 5％、60 代以上 1％

出身国 全 90 ヵ国（トルコ、パキスタン、タイ、イラク、アフガニスタン、旧ソ連、

中国等） 

参加者 

内訳 

統合過程の難民 12％、統合過程の一般外国人 22％、職業安定所から参加を指

示された者 9％、自立生計を営んでいる者 36％  

出席率 平均 78％。皆勤率はレベル①9％、レベル②35％、レベル③49％  

ｃ．職員 

約 70 名。内、語学教師 55 名。相談員等、語学以外のプログラム担当者３

名。語学教師は教育大学もしくは修士課程修了者で移住民に対する教師とし

ての資格保持者、相談員はカウンセラーとしての訓練を２年以上受けた者。 

 

（ハ）言語教育 

ａ．クラス分け  

クラスは参加者の経験に応じて以下の３クラスに分けられる。 

 

レベル 参加者の経験 到達目標 

① 就学経験が殆どない者 日常生活のための語学力の習得 

② ７年間の就学経験がある者 就労可能な語学力の習得 

③ ７年以上の就学経験がある者 就労もしくは高等教育への進学。最終モジュ

ール修了者は大学進学資格を取得可 

 

ｂ．学習時間数 

週 30 時間、15 時間、8時間。カ

リキュラム開始時は最も長く、集

中的に行う。１モジュールの所要

期間は半年で、３年間で６モジュ

ール学習する。学習期間は目安で

あり、教師の判断により短期間で

各モジュールの修了試験を受ける

ことが可能。               レベル②の授業風景 

 

ｃ．学習形態 

通常クラスの他、就職している者のための夜間及び休日クラスの実施で職

場への教師派遣も行われている。その他、以下のクラスやコースが提供され

ている。 
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コ ー ス 概  要 

短期試験準備コース 一定レベル以上の参加者対象 

オープンスタディーセンター IT による個々の進度や目的にそった学習プログラ

ムを提供。オーディオテープやビデオ、インターネ

ットやメールの利用、教育機関や制度についての資

料の閲覧も可能 

通信教育 インターネットによる通学できない参加者の為の

プログラム 

青少年コース 16 歳から 22 歳を対象にした集中コース 

身体障害者、精神疾患者の

特別クラス 

2005 年３月現在、15～20 人程の参加者がいる 

 

ｄ．試験 

５/６月及び 11/12 月の年２回、自治体の要請により口頭と筆記による語学

試験を実施している。 

 

ｅ．費用 

参加者一人当たりの費用は１モジュールにつき２万クローネ（約 38 万円）。

参加者の居住する自治体が負担。進級試験に合格後、次のモジュール分が支

払われる。 

 

ｆ．他プログラムとの連携 

参加者は語学プログラム開始時に希望就職先の目標を設定し、その目標に

従って学習方針を立て、担当者が助言を行う。参加者一人ひとりに、職業相

談員、生活相談員、教育相談員がつき、参加者の目標や問題に対して多角的

な視点から助言を行う。教師及び相談員間の連携が重視されており、オフィ

スの配置も連携が取りやすいよう配慮されている。語学教師は、個々の参加

者の最終目標、家族構成、背景を踏まえて学習指導を行っている。また、学

習した言語を職業実習先で生かすことができるシステムになっている。 

 

なお、統合プログラム修了後は、生活相談も含め一般の福祉サービスを利

用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター事務所            相談員の事務所 
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（二）就職支援 

ａ．自治体 

イスホイ市語学及び統合センターでは、専門の職業相談員が常駐し、参加

者に対して次のような段階的な就労支援を行っている。 

 

支援 内 容 

求職活動研修 履歴書の書き方、面接の受け方、人脈作り支援等 

実習訓練 民間企業もしくは公的機関での就労実習。実習生に対し１時間に

つき、12.45 クローネ（約 237 円）の補助金が支払われるが、雇

用主に対する助成は行われない。 

仮契約労働 通常賃金で最長９ヵ月。ただし、自治体から雇用主に賃金の一部

補填がある。 

 

実習訓練は心身に問題がない健常者に対して４週間を上限に提供される。

また、就労経験のない者や心身等に問題のある者等に対しては 26 週間までの

訓練が提供され、相応の理由があると見なされる者に対しては延長される。

難民移民統合庁によると、2004 年度までの全国の主な実習先は、政府系機関

であった。しかし、民間企業での実習がその後の就労に最も効果的であると

の報告が Danish Institute of Local Government Studies から出されたこ

とを受け、2004 年以降各自治体では民間企業での実習を促進している、との

ことであった。 

ここでは、参加者が既に持っている資格や技術を査定し目標到達点にみあ

うような指導を行う。また、実習訓練や仮契約労働期間中は、職業相談員が

職場を訪問して種々の問題解決の支援を行っている。 

イスホイ市では、生活保護受給者の為の職業安定所、ジョブセンター（Job 

Center）を開設しており、統合プログラムを修了した難民及び移民も利用可

能である。同センターでは独自の職業訓練を実施すると共に、就職の為の実

習先の紹介等も行っている。聞き取りを行ったところ、外国籍住民が就業し

ている仕事は、主に飲食店や仕出屋での接客、事務所や工場内の清掃、倉庫

作業など職種が偏る傾向にあり、労働条件も良くない場合が多い、とのこと

である。 

難民移民統合庁の情報によると、2004 年 6月に政府とデンマーク人民党8が

将来の雇用措置修正に係る「構造改革に置ける合意」を締結した。これによ

って将来政府の公共雇用サービス（Public Employment Service）と自治体が

協働で雇用促進事業を行うこととなった。 

 

ｂ．NGO 

調査団は、コペンハーゲン市内で、外国籍住民の労働市場への参加推進を

活動目的として企業への支援を行う非営利団体、Nydansker,Association 

assisting New Danes with job opportunities を訪問した。ここは登録して

                                                  
8 Danish People’s Party。 国家主義政党。連立与党には参加していないが、協力関係にある。 
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いる各種企業や団体の会費及び講習会参加費等で運営されている、小規模の

組織であり、以下のような活動を行っている。 

・企業間ネットワーク構築促進(企業内多文化共生に関するセミナー､研究

会、討論会の実施) 

・企業戦略としての文化の多様性の提案 

・問題の予防、対策への助言 

・上述に係る様々な個別プロジェクトの実施 

 

前述の NGO 並びに難民評議会で聞き取りを行ったところ、デンマークでの

失業率は、ここ数年５～６％で推移している。その内、外国人（移民・難民）

の失業率は 50％を超えており、統合の為の努力も数値としての成果はあがっ

ていないのが実状である。外国人の雇用を一般のデンマーク人並みにあげ、

福祉関係費用を大幅に削減することを目的に、政府は 2001 年から４ヵ年計画

で外国人の公的雇用を 3.5％まで上げるプロジェクトを実施した。しかしな

がら２％台に留まる見込みで、この為外国人を通常賃金の 80％で雇用し、残

りの 20％は言語教育に充てることが制度化され労働協約に組み込まれつつ

あるとのことであった。 

また難民は、全国の自治体に割り当てられ、各自治体が責任を持って定住

支援することになっているが、その為には各自治体で実施されている各種の

試みから成功事例を取上げ、全国展開する等の施策が就業率の向上と定住促

進に繋がるものと考えられ検討されている。また、政府は現在の 257 自治体

を 2006 年に 99 に集約し、１自治体の最小単位が３万人以上になる様な地方

行政改革を近く実行に移す計画で、より統合の為の施策がとり易い環境整備

に努めている。 

 

（４）医療 

（イ）一般医療 

難民が自治体に登録した時点で自動的に国民健康保険に加入され、保険証が

発行される。その後、デンマーク市民と同等の医療サービス（診療所及び病院

での受診）を無料で受けることが可能。薬、眼鏡、歯科治療等については、費

用の一部自己負担が必要だが、収入状況によっては費用の還付を受けることが

可能である。 

 

（ロ）拷問を受けた経験を有する者に対する医療 

難民になる過程で受けた身体的・心理的拷問や性的暴力、劣悪な環境の難民

キャンプでの長期滞在や、食料・水・安全の欠落した状況や戦争等により、PTSD

を持ち、デンマーク社会での自立に困難をきたす者に対して、赤十字社の他、

様々な NGO が支援を行っている。支援の内容としては精神科医、理学療法士、

ソーシャルワーカー、カルチャーアシスタント（患者の母語によって支援を行

うスタッフ）による、デンマーク語教育やカウンセリングを含む、社会復帰を

目的としたプログラムがある。難民は、一般診療所や行政の福祉事務所からの

紹介によって、これらの団体の支援を受ける。 
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（５）児童教育 

学齢期の子どもはデンマークの教育制度に参加でき、デンマーク語能力が十分

でない子どもには、始業前の特別クラスか、特別言語支援が提供される。また自

治体によっては、就学年齢以下の子どもに対しても小学校での適応のためのデン

マーク語教育を提供しているところもある。また、自治体によって、バイリンガ

ルの教師を雇用し、一定時間の母国語教育を提供するところもある。 

（イ）母国語教育 

各自治体は、EU/EEA 出身の子どもが通学する学校に対して子どもの出身国の

公用語での教育を週２～５回提供することを義務付けている。それ以外の国の

出身の子どもに対しては、各自治体の判断で母国語教育が提供される。例とし

てコペンハーゲン市では、アラビア語、中国語、ペルシャ語、ヒンズー語、ト

ルコ語、ベトナム語、ソマリ語、ウルドゥー語、タイ語等での母国語教育が提

供されている。 

 

（６）その他 

（イ）永住権 

３年間の統合プログラムに参加する等一定の条件を満たした者のうち、７年

間居住した者が取得申請を行うことができる。また、帰化については永住権を

得て１年後（在留８年以上）から取得申請を行うことができる（一般外国人は

９年間の居住が条件）。なお、在留資格を得て３年以上の者には地方選挙への投

票権が与えられる。 

 

（ロ）帰還支援 

2000 年に施行された帰還法により、出身国へ帰還する難民及び人道的配慮な

どによる在留資格を得た者に対して、以下の支援が行われる。 

・出身国への片道航空券 

・所持品の輸送費 

・1万 8,000 クローネ（約34万 2,000 円）の現金（子どもは6,000 クローネ（約

11万 4,000 円）） 

・職業に関する備品の購入費用１万クローネ（約 19 万円）及び輸送費 

・１年分の健康保険費用（制度が出身国にない場合は一年分の薬の購入費） 

・特定の条件の者に対しては、５年分の再定住手当て 

 

（ハ）NGO による定住促進活動 

難民評議会や赤十字社等様々な団体が活動を展開している。このうち、難民

評議会は、組織内に Refugee Council Integration Network(FIN)を有し、難民

のデンマーク社会での自立促進を目的とした、自治体や企業等に対するコンサ

ルティングサービスを提供している。また、難民対象の社会理解講座、キャリ

アプランニング、通訳派遣、拷問犠牲者支援、語学学校運営も行っている。そ

の他、コペンハーゲン等３都市に無料の難民相談センターを設け、法律の専門

家、ソーシャルワーカー、精神科医が対応している。主な相談内容は、家族統

合、在留資格、統合法及び様々な法的問題、心理的社会的問題である。 
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その他、ボランティアの全国ネットワークがあり、難民の社会統合を個別に

支援する活動を行っている。主な活動内容は、居住地域内のガイドツアーや文

化イベントの開催、語学学習支援である。 

また、難民評議会は地方にホリデーセンター(Holiday Center)を有し、入国

直後のクオータ難民に対する三日間のオリエンテーションを行っている。ここ

では、難民に対して心的外傷への対処方法や情報収集方法等を助言する。また、

定住先の自治体の職員も参加し、各家族の概要についてのブリーフィングも行

う他、児童グループの為の活動の場や、成人グループがリラックスして話し合

いを行える場の提供も行っている。 
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Ⅴ．資料 

１．庇護申請者及び認定者数 

 

２．国籍別庇護申請者数（1995年-2004年） 

 

３．保護者のいない未成年の庇護申請者数（2001年-2004年） 

 

４．ダブリン条約に基づく処理件数（1997年-2004年） 
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１．庇護申請者及び認定者数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典）デンマーク出入国管理局 （Cohort-based asylum statistics: What happened to those persons applying 

for asylum in Denmark in 2002 and 2003 and the first half of 2004- statistcs 1/1 2005） 
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２．国籍別庇護申請者数（1995年－2004年） 
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３．保護者のいない未成年の庇護申請者数（2001年－2004年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(出典) デンマーク出入国管理局 Unaccompanied minor asylum-seekers 2001-2004 
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４．ダブリン条約に基づく処理件数（1997年－2004年） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   
  

 

 

 

 


