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調 査 概 要 
 

Ⅰ．調査の目的 
フランスにおける難民受入政策を調査すると共に、条約難民及び庇護申請者等に対す

る語学教育、就職斡旋等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．調査実施期間 

平成 19 年２月 19 日(月)～２月 23 日(金) （５日間） 

 

２．調査対象国 

フランス共和国 

 

３．調査員 

（１）アジア福祉教育財団 難民事業本部 本部長 軽 部   洋 

（２）外務省 総合外交政策局 人権人道課 課長補佐 北 囿 達 郎 

（３）アジア福祉教育財団 難民事業本部関西支部 職業相談員 細 川 朋 子 

（４）四谷ゆいクリニック 心理士 山 田 千 晶 

（５）社会福祉法人さぽうと 21 チーフコーディネーター 加 藤 美千代 

（６）特定非営利活動法人かながわ難民定住援助協会 

カベラ日本語の会 日本語講師 道 村 直 恵 

（７）ＮＧＯベトナム in ＫＯＢＥ 母語教室コーディネーター 北 山 夏 季 

 

４．調査方法 

調査国の政府機関及び民間団体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 

２月 19 日(月) ①日本大使館 

面談者：卜部公使、阪井一等書記官 

 ②Ministère de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement 

面談者：Patrick BUTOR 氏 (Directeur de la population et 

des migrations) 

Odile CLUZEL 氏 (Demandeurs d'asile et réfugiés) 

Nathalie MARTIN-N'DIAYE 氏(Adjointe au chef de 

bureau) 

Hélène HALBRECQ 氏 (Chargée de mission) 

木戸 大介 ロベルト 氏 (在仏日本大使館より出向) 

２月 20 日(火) ①Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 

面談者：Christian de BOISDEFFRE 氏 (Directeur Général  

adjoint) 
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Didier MOUTON 氏 (Chef du service des affaires 

européennes et de la cooperation internationale) 

Sophie ATTUIL 氏 (Officier de protection à la  

Division des Affaires juridiques et internationales) 

David MASSIAS 氏 

 ②Comité Inter-Mouvements Auprès des Évacués 

面談者：Marie Jo DESCOLONGES 氏 (Service formation) 

Gérard SADIK 氏 

２月 21 日(水) ①France Terre d'Asile 

面談者：Pierre HENRY 氏 (Directeur Général France Terre 

D'Asile) 

Carmen DUARTE 氏  (Responsable du Centre de 

Formation) 

Matthieu TARDIS 氏 (Chargé de mission Europe) 

Lisa VITTURI 氏 (Responsable Accueil de jour 

Mineurs isolés Etrangers) 

Celine TOUTAIN 氏 (Secretraire) 

 ②France Terre d'Asile / Departement Integration 

面談者：Fatiha MLATI 氏 (Directrice) 

Eric METRA 氏 (Conseiller Emploi Formation/ 

Chargé de l'appui pédagogique auprès du Réseau 

National Intégration) 

Stéphanie LEROUX 氏 (Chef de service/Conseil 

Emploi Réfugiés Formation - CERF) 

Elodie ROBERT 氏 (Chargée de mission Programme/ 

Clef de France Plateforme francilienne de 

Promotion de l'insection par la mobilité 

géographique) 

M. Rezig PAMIN 氏 (Responsable de Dispositif  

Provisoire d'Hebergement pour Réfugiés 

Statutaires - DPHRS) 

２月 22 日(木) ①Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations 

面談者：Ahmed CHTAIBAT 氏 (Asylum Seekers Department  

Manager) 

Xavier BAROIS 氏  (Direction des Activités à 

l'International/Conseiller Technique de 

Service Social) 

Marie-Josée CHAMPAGNE 氏 (Chargée de mission 

réfugiés) 

Guy BAYLACQ 氏 (Responsable asile/action sociale) 

Michel PIOTROWSKI 氏 (Directeur) 

 ②在仏ベトナム人協会 
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面談者：Dr. Luong Cân-Liêm 氏 (Psychiatre/Docteur en  

Psychologies) 

 ③Department Direction Social Affairs Paris 

面談者：Gérard SOMMIER 氏 (Inspecteur de l'Action  

Sanitaire et Sociale) 

２月 23 日(金) ①United Nations High Commissioner for Refugees 

面談者：Véronique ROBERT 氏 (Senior Protection Officer) 

Nabil BENBEKHTI 氏 (Liaison Officer with the 

OFPRA and the CRR) 

Hélène ISNARD 氏 (Consultant) 

Fadma MOUMTAZ 氏  (Senior Public Information 

Officer's Assistant) 

 ②Commission des Recours des Réfugiés 

面談者：Nadine GUILBAUD 氏 (Secrétaire General) 

Véra ZEDERMAN 氏  (Chef de service du Centre 

d'Information Juridique) 

Angousture ALINE 氏 (Adjoite chef de service du 

Centre d'Information Geopolitique) 

 ③France Terre d'Asile / Centre d'accueil pour demandeurs d'asile 

面談者：Pascal PECH 氏 (Responsable d'Etablissement) 

Lenka MIDDELBOS 氏 (Responsable Adjointe  

d'Etablissement)、他 1名 
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調 査 結 果 
 

（要約） 

Ⅰ．難民受入政策 

フランスは外国人受入れの歴史が古く、第二次世界大戦後、欧州諸国や旧植民地の北ア

フリカから大量の移民を受入れ、多くは安価な労働力としてフランス経済の復興と成長を

支えた。2006 年に「移民受入れの抑制」、「移民選別の促進」、「移民の社会統合」が三つの

柱となる新移民法が制定され、質の高い移民受入れには寛大な一方、非合法移民について

は厳しく取り締まる方針となった。なお、移民の社会統合の一環として「受入れ・統合契

約（ＣＡＩ: Contrat d'Accueil et d'Intégration）」というフランスで滞在許可を受け永

続的に定住を考えている外国人向けの契約が義務化された。認定難民も対象者に入ってお

り、契約を締結した外国人は語学教育やフランス社会に関する教育を受講し、医療、住居、

就業など生活をしていく上での必要な情報提供も受けることができる。また、庇護申請に

ついては、2003 年に「庇護権に関する法律」を大幅に改定し、手続を合理化して審査期間

の短縮がなされるようになった。難民受入れの予算は、雇用社会連帯及び住居省（Ministre 

de L'Emploi, de la cohesion sociale et du Logement）の一部局である人口及び移民局

（Direction de la population et des migrations（以下、ＤＰＭ))が管理を行い、民間

団体へ難民受入業務の委託についての権限を持っており、委託を受けた民間団体が実際の

支援を行っている。 

 

Ⅱ．難民受入制度 

フランスで庇護を求める者は、まず県庁（パリの場合はパリ警視庁）において滞在申請

を行う。空港や国境において庇護を求める者は、入国審査を内務省管轄の職員が行い、入

国後県庁において申請を行う。県庁では、ダブリン協定に基づき、ＥＵにおける指紋のデ

ータベースＥＵＲＯＤＡＣによって、庇護を求める者の他のＥＵ諸国での庇護申請歴及び

フランスにおける申請回数を調査し、当該申請をフランスにおいて処理すべきか否か審査

する。フランスで処理すべきと判断された場合は、その場で１カ月間有効な一時滞在許可

証及びフランス難民及び無国籍者保護局（Office Français de protection des réfugiés et 

apatrides（以下、ＯＦＰＲＡ））への庇護申請書が手渡される。申請者は 21 日以内にＯＦ

ＰＲＡへフランス語で記入した申請書類を提出し、ＯＦＰＲＡから登録通知を受ける。約

４カ月の審査期間を経て（2006 年度平均審査期間：110 日）、難民認定、補完的保護、不認

定のうちどれかの審査結果が書留郵送により通知され、不認定の場合は、１カ月以内に難

民訴訟委員会（Commission des recours des réfugiés（ＣＲＲ））へ異議申立を行うこと

ができる。ＯＦＰＲＡでの結果が覆され難民認定や補完的保護を受けることができれば、

ＯＦＰＲＡから法的、行政的保護を受けることができるが、異議申立が却下されれば、他

の在留資格を申請するか、フランス国内から退去するよう勧告される。なお、必要であれ

ば県庁は強制退去命令を出すことができる。また、通常手続と異なり、優先手続によって

審査される場合がある。これは、申請者がフランスの治安に重大な脅威をもたらす場合や、

ＯＦＰＲＡが作成している安全な国リストの出身者である場合、また国外退去を遅らせる

ための申請と判断される場合においては、ＯＦＰＲＡは２週間以内に結果を出すこととな

っている。国境にある行政勾留センターで拘束されている庇護申請者に対しては、ＯＦＰ

ＲＡは 96 時間以内に結果を出さなければいけないこととなっている。 
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Ⅲ．庇護申請者に対する支援 

フランスでは、ＤＰＭから業務委託を受けた民間団体が庇護申請者支援を行っており、

ＣＡＤＡ（centre d'accueil pour demandeurs d'asile）と呼ばれる申請者受入施設を運

営している。現在、フランス全土に 269 の施設があり、収容能力は 19,410 人で、入所者に

対し申請手続や生活面などのサポートを行っている。申請者への財政支援については、Ｃ

ＡＤＡに入所する申請者に対しては 200 ユーロ（約 32,600 円）、入所待ちの申請者に対し

ては 300 ユーロ（約 48,900 円）が支給され、入所の意思がない者には財政支援を行ってい

ない。また、申請者全体の難民認定率と比較すると、入所した申請者の認定率は高いこと

もあり、民間団体はＣＡＤＡへの入所を勧めているようである。教育に関しては６歳から

16 歳までは義務教育であるため、申請者もこの年齢の子どもは地元の学校へ無料で通学で

きる。一方、申請者の就労は禁止されており、申請者向けの職業技術訓練や就職斡旋等の

支援活動は原則実施されていない。医療面については 2000 年から実施された普遍的医療給

付制度（ＣＭＵ：Couverture maladie universelle）法により公的医療保険に加入できな

い申請者においても、一定の手続を踏めば自己負担額なしで医療を受けることができるよ

うになった。なお、フランスに滞在許可が下りた外国人に対して公的受入サービスを行っ

ている Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations（ＡＮＡＥＭ）

も民間団体と連携をとりながら申請者支援を行っており、全国のＣＡＤＡの空き状況を管

理するなどのＣＡＤＡの全体的な運営を行っている。 

 

Ⅳ．条約難民等に対する定住支援 

フランスで難民としての認定を受ければ、フランス国民と同様の社会保障を享受できる。

また、ＣＡＩ契約を締結することによりフランス語やフランス社会に関する教育や、医療、

住居、就業など定住国での生活で必要な情報提供などの公的サービスを受けることができ、

国民同様に最低生活扶助（ＲＭＩ：Revenu Minimum d'Insertion）の受給も可能となる。

なお、申請者支援を行っている民間団体が認定者の語学教育、職業訓練や住居相談などの

支援も行っており、今回訪問した民間団体の一つである France Terre d'Asile（ＦＴＤＡ）

は、ＣＡＤＡだけでなくＣＰＨ（Centre Provisoire d'Hébergement）と呼ばれる認定者一

時居住施設も運営し、難民の社会統合に向けての支援を行っている。社会統合部門も設置

しているＦＴＤＡは、難民が多く居住するイルドフランス地方において、フランス社会で

生活するために必要な社会規範を学ぶ授業も実施している。更に、職業訓練についても、

難民を対象とする訓練施設は存在しないため、一般の職業訓練ＡＦＰＡ（Association 

nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes）（成人職業協会）を利用す

ることになり、ＦＴＤＡでは職業訓練に関する情報提供も行っている。就職支援に関して

は、社会統合カウンセラーが求職中の難民をサポートしており、企業への面接同行や就職

後の相談などを行っている。また、在仏ベトナム人を支援しているベトナム人コミュニテ

ィーでは、文化イベントや子ども向けの母語教室や翻訳・通訳支援なども行い、ベトナム

人のフランスでの定住を支援している。 
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フランスにおける難民受入れの流れ 

 

  庇護申請手続 

県庁/警視庁 
による事前審査 

認定 

社会保障 

OFPRAへの難民認定申請 

OFPRAによる個別審査 
CADAにおけるサポート 
(ｱｺﾓﾃ゙ ｰｼｮﾝ、社会的支援、 

少額の金銭援助) 

 

不認定 

認定 不認定 

1カ月の 
在留資格 

3カ月の 
在留資格
(異議申立

の結果が

でるまで

更新可能) 

CRRへの異議申立 

最高裁判所への 
不認定取消訴訟 

認定 不認定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

無料の医療 

入国 

 
 
 
 
 

 
CPHでの 
サポート
(ｱｺﾓﾃ゙ ｰｼｮ

ﾝ、定住支援

等) 

 
一般の 
社会保障 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NGO 
による 
サポート
（住所提供、

CADA  

申請補助、 

カウンセリン

グ等） 

庇護申請 

FTDA/CIMADE等のNGO
へのサポート申請 

OFPRA：Office Français de protection des réfugiés et apatrides /フランス難民及び無国籍者保護局 
CRR：Commission des recours des réfugiés /難民訴訟委員会 
FTDA：France Terre D'Asile（NGO） 
CIMADE：Comité intermouvements auprès des évacués（NGO） 
CADA：Centre d'accueil pour demandeurs d'asile/庇護申請者受入施設 
CPH：Centre Provisoire d'Hébergement /難民認定者一時居住施設 



 －7－ 

Ⅰ．難民受入政策 

１．フランスという国 

フランスは人口 6,220 万人、国土面積は 54 万 7,000 ㎢（日本の約 1.5 倍） で共和

制の国である。国際政治、経済を世界全体の戦略的な視点から考え、「多極的かつ相互

依存的な世界」を重視している。また、国連安全保障常任理事国及びＧ８メンバーな

どとして豊富な外交的足場を活用している。なお、主にアフリカの開発援助を重視し

ているフランスのＯＤＡは毎年増加しており、2007 年にＯＤＡの対ＧＮＩ比 0.5％、

2012年には0.7％を目標に掲げている。2005年は対ＧＮＩ比0.47％の世界第10位で、

金額ベースでは第４位である1。 

 

２．難民受入政策の現状 

（１）フランスにおける外国人 

移民の出身地に関しては、1960 年代は欧州出身者が多く全体の７割以上を占めて

いた。しかし、1999 年は欧州出身者が 45％に減少した一方で、アフリカ出身者が

39.9％、アジア出身者が 12.7％と増加している。 

 

【表１ 出身別の移民の推移】 

1999 年  
1962 年 1968 年 1975 年 1982 年 1990 年 

（％） （人数） 

欧州 78.7 76.4 67.1 57.3 50.4 45.0 1,934,144 

アフリカ 14.9 19.9 28.0 33.2 35.9 39.3 1,691,562 

アジア 2.4 2.5 3.6 7.9 11.4 12.7 549,994 

アメリカ 

オセアニア 
3.2 1.1 1.3 1.6 2.3 3.0 130,394 

報告なし 0.8 0.1 - - - - - 

合計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 - 

人数 2,861,280 3,281,060 3,887,460 4,037,036 4,165,952 4,306,094 4,306,094 

（出典：ＩＮＳＥＥ/Les immigrés en France - Édition 2005） 

 

（２）外国人受入れの歴史的変遷 

フランスの移民受入れは長い歴史を持つ。第二次世界大戦後の経済成長期には欧

州諸国や旧植民地の北アフリカから大量の移民を受入れ、多くは安価な労働力とし

て、戦後のフランス経済の復興と成長を支えた。1974 年のオイルショック後、経済

不況だけでなく、社会・経済・政治的な問題から国境の閉鎖と就労目的とする移民

の受入れが停止される。その後も移民政策は移民法と国際法によって改正され、政

権によって内容は左右されており、2006 年に新移民法が施行された。 

主な内容は以下の通りである。 

                             
1 外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/france/data.html 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/05_hakusho/ODA2005/html/siryo2/sl22400

00.htm 

ＯＤＡホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/index/shiryo/jisseki.html 
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① 移民流入の抑制 

移民の受入れについては寛大である一方で、非合法移民については厳しく取り

締まる。 

② 移民選別の促進 

フランスが必要とする有資格者や才能のある人物に門戸を開くことを促進。 

③ 移民の社会統合 

外国人受入れに際して、「受入・統合契約（ＣＡＩ）」2の締結が滞在証交付の際

に義務化。 

 

（３）難民受入政策の概要及び特徴 

フランスでは庇護申請に関する決定は外務省が行い、雇用社会連帯及び住居省

（Ministre de L'Emploi, de la cohesion sociale et du Logement）の一部局であ

る、人口及び移民局（以下、ＤＰＭ）が難民受入れに関する予算を確保し、ＤＰＭ

から委託を受けた民間団体が実際の支援を行う。ＤＰＭから委託を受けた民間団体

は、庇護申請者施設（ＣＡＤＡ）や認定者一時居住施設（ＣＰＨ）の運営を行い、

申請者には申請手続支援、認定者には語学教育や住居相談などの支援を行っている。

また、フランスでは難民専門の特別行政裁判所が存在し、外務省で却下を受けた場

合は異議申立を行うことができる。なお、2003 年に「庇護権に関する法律」が大幅

に改定された。難民申請審査機関（フランス難民及び無国籍者保護局（以下、ＯＦ

ＰＲＡ））の組織改変が行われ、手続を合理化し、審査期間の短縮がなされるように

なった。更に、審査の短縮・簡素化を図るためにＯＦＰＲＡが安全な出身国リスト

（難民条約に規定される危険が存在しないと想定される国）を作成しており、その

出身国からの申請については優先的に２週間以内に決定を下すこととされている。 

 

 

 

 

 

 

                             
2 フランスで滞在許可を受け永続的に定住を考えている外国人向けの契約で、フランス社会への統合を容

易にすることが目的となっている。フランス共和国の原則 - 自由、平等、博愛の尊重を約束することが

必要となる。契約を締結した外国人は語学教育やフランス社会に関する教育を受講し、医療、住居、就業

など生活をしていく上での必要な情報提供も受けることができる。2003 年から地域を特定し試験的にこ

の契約促進を行ってきたが、今回の 2006 年の新移民法により義務化されることとなった。認定難民も対

象者に入っている。ただ、契約条件となっている語学授業などが不参加であっても難民の地位に影響はな

いとされている。 

 
外国人労働者問題に関する資料 厚生労働省職業安定局 

www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/dl/s0510-5b.pdf 

フランスにおける外国人労働者受入制度と社会統合 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

http://www.jil.go.jp/institute/reports/2006/documents/059_02-2.pdf 

最近の移民法をその背景にあるもの 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2007_2/france_01.htm 

フランスにおける不法移民対策と社会統合 高山 直也 

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/230/023003.pdf 
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【表２ 庇護申請者数、ＯＦＰＲＡでの認定率の推移】 

年 申請数 認定率 

1985 28,925 43.3％ 

1990 54,813 15.4％ 

1995 25,036 16.3％ 

2000 39,775 17.1％ 

2005 52,066 8.2％ 

（出典：ＯＦＰＲＡ） 

 

３．難民受入実施機関 

（１）政府 

（イ）フランス難民及び無国籍者保護局（Office français de protection des  

réfugiés et apatrides（ＯＦＰＲＡ）） 

外務省の下に設置されたフランスの難民認定機関で、難民、無国籍者及び補完

的保護を受けることを認められた者の保護の執行、また、庇護申請の審査を行い

難民の認定及び補完的保護の決定を行う。ＯＦＰＲＡは、下院及び上院によって

それぞれ選ばれた２名の国会議員、国の代表数名及びＯＦＰＲＡの職員の代表１

名からなる理事会が管理する。理事会は、ＯＦＰＲＡの活動に関する全般的な指

針及び安全な出身国とみなされる国のリストを定める。 

国連難民高等弁務官事務所（以下、ＵＮＨＣＲ）代表及び政令で任命する３名

の者は、理事会の会議に出席し、その所見及び提案を述べることができる。前３

名のうち少なくとも１名は、庇護申請者及び難民の受入れ及び引受けに関与する

組織を代表する者とする。 

 

（ロ）難民訴訟委員会（Commission des Recours des Réfugiés（ＣＲＲ）） 

難民専門の特別行政裁判所で、ＯＦＰＲＡから難民あるいは補完的保護の認定

を受けることができなかった者が、ＣＲＲへ異議申立を行うことができる。さら

に不認定となり上訴する場合は、最高行政裁判所であるコンセイユ・デタに対し

て行われる。各裁判部は、３名の判事によって行われる。部長は、プロの司法官、

他の２名は､コンセイユ・デタの副長官の同意を得てＵＮＨＣＲ駐仏事務所が任命

するフランス国籍の有識者､ＯＦＰＲＡの理事会に代理を出している大臣のうち

の１名の提案によりコンセイユ・デタ副長官が任命するフランス国籍の有識者各

１名とされている。 

 

（ハ）人口及び移民局（Direction de la population et des migrations（ＤＰＭ）） 

雇用社会連帯及び住居省の一部局であり、難民受入れについての予算を管理し、

民間団体への業務委託に関する権限を持っている。 
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（２）地方自治体 

（イ）保健社会局（Direction des affaires sanitaires et sociales（ＤＡＳＳ）） 

県庁の一部局であり、ＤＰＭで決定された難民支援事業の予算を各民間団体へ

分配している。 

 

（３）民間団体 

（イ）France Terre d'Asile（ＦＴＤＡ） 

1970 年初頭に設立された民間団体で、現在は理事 29 名、専従スタッフ 250 名

を中心にフランス全国 40 カ所以上の活動拠点で多岐にわたる活動を展開してい

る。庇護申請者及び認定者への支援規模はフランス有数を誇る。 

政府やＥＵなどの財政支援を受けて、庇護申請者及び難民受入施設の運営、法

的支援、認定者への語学教育や職業斡旋、外国人未成年者の保護等の実質的な支

援を提供する一方で、政府への政策提言やフランス国民への啓発活動にも力をい

れている。 

 

（ロ）Comité intermouvements auprès des évacués（ＣＩＭＡＤＥ） 

歴史は古く、1939 年ニームにて設立された。元々はアルザス、モーゼルの人々

を援助するため国内での移住を支援したことから始まるプロテスタント系の民間

団体である。現在、専従者は約 120 名、ボランティアは 500～600 名、会員数は

1,032 名である。 

活動内容は、ＣＡＤＡでの法的支援、生活支援や難民認定者への職業訓練・斡

旋、語学教育の提供で、行政拘留センターに収容された人々や難民不認定となり、

自国へ送還される者への人道的・法的支援も行っている。 

活動資金については基金や寄付のほか、活動内容により国から助成金があり、

庇護申請者の語学教育に関してはＥＵからの援助も受けている。 

 

（４）独立行政法人 

（イ）Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des Migrations（ＡＮＡＥＭ） 

ＤＰＭの下に設置された独立行政法人で、2005 年に移民局（Office des 

Migrations Internationales（ＯＭＩ））と、移民の定住支援を行っている非営利

組織 Service Sociale d'Aide aux Emigrants（ＳＳＡＥ）が統合してできたもの

である。庇護申請者及び難民、労働者、留学生、家族呼寄せ、帰還支援など、フ

ランスに滞在許可が下りた外国人に対して公的受入サービスを行っている。受入

れ・統合契約（ＣＡＩ）に関する業務やＣＡＤＡの全体的な運営も行っている。 

 

（５）国際機関 

（イ）国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ） 

ＵＮＨＣＲ駐仏事務所は 1953 年に開設された。開設当初から、フランス政府と

協定を締結し、難民受入れについて緊密に連携している。ＯＦＰＲＡの理事会に

ＵＮＨＣＲ駐仏事務所からの代表を出席させ、３名で構成されているＣＲＲの裁

判官の内１名についてはＵＮＨＣＲ駐仏事務所が任命するなど難民認定機関への

働きかけも行っている。また、フランスのどの地域でも申請手続に関するガイダ
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ンスが受けられるようＮＧＯ団体に対しての支援を行い、難民の現状を国民に伝

えるためにメディアを通した広報活動や、学校向けの難民理解に関する教材を作

成するなどの啓蒙活動も実施している。なお、2003 年に庇護に関する法律が改正

され、難民受入れが厳格化されたとはいえ、欧州内でも難民受入れに寛大である

政府を高く評価している3。 

 

 

 

                             
3 フランスの難民認定制度 岡村 美保子 

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200407_642/64204.pdf 

フランスにおける外国人労働者受入れ制度と社会統合 独立行政法人 労働政策研究・研修機構 

http://www.jil.go.jp/institute/reports/2006/documents/059_02-2.pdf 
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Ⅱ．難民受入制度 

１．庇護申請手続 

（１）通常手続 

フランスで庇護を求める者は、県庁（パリの場合はパリ警視庁）において申請を

行う。空港や国境において庇護を求める者は、入国審査を受けた後、県庁に出向く

ことになる。県庁では、ダブリン協定に基づき、ＥＵにおける指紋のデータベース

ＥＵＲＯＤＡＣによって、庇護を求める者の他のＥＵ諸国での庇護申請歴及びフラ

ンスにおける申請回数を調べ、当該申請をフランスにおいて処理すべきか否か審査

する。フランスで処理すべきと判断された場合は、その場で１カ月間有効な一時滞

在許可証及びＯＦＰＲＡへの庇護申請書が手渡される。 

庇護申請者は、申請書を渡された日から 21 日以内にフランス語で申請書に必要事

項を記入しＯＦＰＲＡへ郵送する。ＯＦＰＲＡにおいて申請登録後、その旨申請者

へ郵便で通知される。申請者が県庁へその通知を持参すると、異議申立の結果が出

るまで更新可能な３カ月有効な一時滞在許可証が発行される。申請に根拠がないと

明確に分かる場合以外は、保護担当官による書類審査、面接、必要に応じて調査部

及び法務部へリサーチを依頼し調査を行う。面接には、申請書に通訳が必要だと記

載した場合には、その言語の通訳をＯＦＰＲＡが配置する。調査に基づき、難民認

定（1951 年７月 28 日難民条約）及び補完的保護（2004 年４月 29 日のＥＵ指令に基

づく）、不認定の結果が申請者へ書留郵便で通知される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＦＰＲＡの正面玄関 ＯＦＰＲＡのオフィス 
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ＯＦＰＲＡの面接室 

 

補完的保護とは、自国において以下のような重大な危険に晒されるため帰国でき

ない者に与えられる。①死刑、②拷問又は非人間的もしくは品位を貶める取扱い、

③非公権的な、国内又は国際的武力紛争の状態から生じる一般化した暴力を理由と

した直接的かつ個人的なその生命又は人格に対する重大な危険のどれかに晒されて

いること。なお以下のような確かな理由がある場合には認められない。①平和に反

する犯罪や戦争犯罪、人道に反した犯罪を犯したこと、②一般法上の重大な犯罪を

犯したこと、③国連の目的及び原則に反する不正行為を行ない有罪となったこと、

④地域におけるその者の活動が公共の秩序、公共の安全または国の安全に対して重

大な危険となること。補完的保護は、１年間有効でありその後も延長可能なもので

ある。延長については、保護を与える理由となる事情が存在しなくなった場合には、

許可されない4。 

不認定の場合は、不認定通知を受け取った日から１カ月以内に異議申立をＣＲＲ

に対して行うことができる。ＣＲＲとは、難民専門の特別行政裁判所である。異議

申立を行うための手続は、ＯＦＰＲＡの結果通知書及びフランス語で異議申立の理

由（庇護を申請する理由）を記載した書類を、書留受領通知郵便でＣＲＲへ送る。

証拠となる新たな書類等は、審問の３日前までにＣＲＲへ届くように郵送する。レ

ポーターが申請書類を検討し、地政学的情報センターから地域の状況や法務情報セ

ンターから判例などの情報を集めまとめる。各裁判部は、３名の判事によって構成

される。部長は、プロの司法官、他の２名は､コンセイユ・デタの副長官の同意を得

てＵＮＨＣＲ駐仏事務所が任命するフランス国籍の有識者､ＯＦＰＲＡの理事会に

代理を出している大臣のうちの１名の提案によりコンセイユ・デタ副長官が任命す

                             
4 フランスの難民認定制度 岡村美保子 

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200407_642/64204.pdf 

フランスの難民等の庇護に関する法律 岡村美保子 

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/221/022103.pdf 
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るフランス国籍の有識者各１名とされている｡通常、一つの法廷で１日に 15 件扱わ

れる。公判では、弁護人及び通訳の援助を受けることができる。弁護人は、2006 年

には約 56％がつけられていた。弁護人をつけられる者は、合法的にフランス領土へ

入国し、フランスに住んでいること、もしくは１年以上の一時滞在許可証を持って

いることが条件である。申請者の収入が月額 859 ユーロ（約 140,017 円）5以下であ

れば、弁護人の費用を国が全額負担し、月額 1,288 ユーロ（約 209,944 円）以下は

費用の一部を国が負担する（収入額については 2005 年 12 月 31 日付けの省通達によ

る）。2008 年１月１日からはＥＵ指令に基づき弁護人をつける条件である合法的入

国が撤廃される。 

通訳は、120 言語及び方言にわたっている。公判では、異議申立の内容を難民条

約に基づき検討する。レポーターがまとめた情報に基づき解決策を提案し、庇護申

請者に対して３名の判事が審問を行う。公判の後、判事団が合議し、多数決で決定

する。レポーターは決定に関する報告書を作成し、部長が目を通して署名をし、公

式決定となる。難民認定もしくは補完的保護が認められるとＯＦＰＲＡは、出生証

明書の発行、婚姻証明書の発行などの法的・行政的保護を行う。難民訴訟委員長及

び部長は、合議による介入が必要とされない性質の案件については、「決定」を出す

ことでケースを終決させることができる。ＯＦＰＲＡへ申請書を郵送してから２

カ月が経っても登録に関する通知が来ない場合は、却下されたものとみなされる

（2000 年４月 12 日付けの 2000-321 法）。その場合、２カ月経った後であれば期限

なく異議申立をＣＲＲに対して行うことができる。 

担当判事団が法的に極めて難しい案件と判断した際には、９名の判事によって行

われる大法廷を開くように提案をすることができる。ＣＲＲ所長の判断により、大

法廷が開かれる。大法廷で出された判決は大原則を示すその後の指針となる。レポ

ーターが調査し、ＯＦＰＲＡが公判に参加し、判事の合議の際にＵＮＨＣＲ駐仏事

務所が参加し、レポーターの提案する解決策に対して９名の判事によって多数決で

決められる。その案件を法務情報センターが整理し報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＲＲ正面玄関 

                             
5 １ユーロ＝約 163 円、以下、同様で計算。 
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さらに不認定の場合は、最高行政裁判所であるコンセイユ・デタ（国務院）へ上

訴することができる。上訴される事案は、１年間で 10 件程度（2006 年は 11 件）。

ＣＲＲで申立却下されると庇護申請者としての支援は打ち切られ一時滞在許可の権

利もなくなることから、他の在留資格を申請するかまたはフランス国内から退去す

ることになる。最高行政裁判所に上訴していることは、国外追放（送還）の執行停

止理由にはならないので、県庁は、強制退去命令を出すことができる。 

 

【表３ 庇護申請手続を通した難民等の受入数】 

＊同伴未成年者数は含まない 認定数には補完的保護も含む 

年 庇護申請数 処理数 ＯＦＰＲＡ認定数 ＯＦＰＲＡ認定率 

2001 48,660 40,779 5,049 12.4% 

2002 52,877 50,206 6,326 12.6% 

2003 54,429 66,344 6,526 9.8% 

2004 57,616 68,118 6,358 9.3% 

2005 52,066 51,272 4,184 8.2% 

2006 34,853 37,986 2,929 7.71% 

（出典：ＯＦＰＲＡ） 

 

＊認定数には補完的保護も含む 

年 異議申立数 処理数 ＣＲＲ認定数 ＣＲＲ認定率 

2001 26,140 22,090 2,336 10.57% 

2002 31,502 23,916 2,255 9.43% 

2003 44,201 29,502 3,377 11.45% 

2004 51,707 39,160 4,967 12.68% 

2005 38,563 62,262 9,599 15.42% 

（出典：ＣＲＲ） 

 

【表４ 庇護申請者の出身地域別難民等の受入数（2006 年）】 

＊同伴未成年者は含まない 

出身地域 ＯＦＰＲＡ 

申請数 

ＯＦＰＲＡ

処理数 

ＯＦＰＲＡ

認定数 

異議認定数 認定+異議認定 

ヨーロッパ 13,130 14,087 875 2,004 2,879 

アジア 7,143 6,590 355 732 1,087 

アフリカ 11,737 12,440 1,264 1,476 2,740 

アメリカ 2,615 4,379 360 213 573 

（出典：ＯＦＰＲＡ） 
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【表５ 庇護申請者の出身国 上位 10 カ国 2005-2006 年】 

＊同伴未成年者は含まない 

出身国 2006 年申請数 2005 年申請数 推移

2006/2005 ％ 

トルコ 2,570 3,612 -28.8％ 

旧セルビア・モンテネグロ 2,196 2,569 -14.5％ 

スリランカ 1,993 1,894 +5.2％ 

コンゴ民主共和国 1,958 2,563 -23.6％ 

ハイチ 1,808 4,953 -63.5％ 

ロシア共和国 1,550 1,980 -21.7％ 

アルメニア 1,232 1,223 +0.7％ 

中国 1,200 2,579 -53.5％ 

アルジェリア 998 1,777 -43.8％ 

コートジボアール 835 1,086 -23.1％ 

（出典：ＯＦＰＲＡ） 

 

【表６ 庇護申請者主要な出身国別認定率（％）2006 年】 

出身国 認定率 出身国 認定率 

エリトリア 71.1 カメルーン 7.6 

ルワンダ 52.0 ハイチ 7.4 

エチオピア 38.5 ボスニア・ヘルツェゴビナ 7.1 

スーダン 34.1 グルジア 6.4 

イラン 24.8 ペルー 6.3 

イラク 23.1 アンゴラ 6.0 

コロンビア 21.6 モーリタニア 5.9 

アフガニスタン 20.0 シエラレオネ 5.7 

中央アフリカ 17.9 スリランカ 5.1 

ギニアビサウ 17.8 アルバニア 4.9 

ロシア 17.6 トルコ 4.6 

トーゴ 12.6 アルジェリア 4.4 

マリ 12.4 中国 3.1 

コートジボアール 10.8 アルメニア 3.1 

コンゴ 9.8 セルビア・モンテネグロ 3.1 

マダガスカル 9.2 ウクラニア 3.0 

チャド 9.1 バングラデシュ 2.2 

ギニア共和国 8.9 ナイジェリア 1.7 

アゼルバイジャン 8.6 モルディブ 1.1 

コンゴ民主共和国 8.2 パキスタン 0.9 

（出典：ＯＦＰＲＡ） 
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【表７ 庇護申請手続を通じた難民等の出身地域別全受入数 推測 2006 年 12 月 31 日】 

＊同伴未成年者は含まない 

出身地域 庇護受入数 難民認定者 補完的保護 

ヨーロッパ 35,442 34,989 453 

アジア 52,808 52,632 176 

アフリカ 31,621 31,253 368 

アメリカ 3,625 3,475 150 

無国籍者他 904 904 - 

計 124,400 123,253 1147 

（出典：ＯＦＰＲＡ） 

 

【表８ 庇護申請手続を通じた難民等の主要出身国別全受入数 推測 2006 年 12 月 31 日】 

出身国 庇護受入数 難民認定者 補完的保護 

スリランカ 15,669 15,654 15 

カンボジア 13,514 13,512 2 

トルコ 10,059 10,034 25 

コンゴ民主共和国 8,924 8,874 50 

ベトナム 8,750 8,750 - 

ラオス 7,599 7,599 - 

（出典：ＯＦＰＲＡ） 

 

【表９ 国境における庇護申請者の主要な出身国 2006 年】 

国 申請数 国境における全申請数

に対する割合 

コロンビア 346 13.5% 

パレスチナ 215 8.4% 

イラク 135 5.0% 

コンゴ民主共和国 119 4.7% 

ソマリア 81 3.2% 

ナイジェリア 69 3.0% 

コンゴ 64 2.5% 

ロシア 44 1.7% 

キューバ 5 0.2% 

その他 1,478 57.8% 

全申請数 2,556 100% 

（出典：ＯＦＰＲＡ） 

 

（２）優先手続 

優先手続の際には、通常手続とは異なり、一時滞在許可はおりず、社会的援助も

受けられない。ＯＦＰＲＡは２週間以内に結果を出し、ＣＲＲへ異議申立を行って

も国外退去の遅延にはならない。 
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優先手続が行われるケースは、以下の通りである。 

①フランスの治安に危険がある場合 

②安全な国6リスト（17 カ国）の出身者の場合 

③ＯＦＰＲＡが迫害の危険が存在するとはみなさない国の出身者の場合 

難民条約第１条Ｃ第５号を典拠とし、現在では、ベナン共和国、ブルガリア

共和国、ハンガリー共和国、ポーランド共和国、チェコ共和国、ルーマニア、

スロバキア共和国、カーボヴェルデ共和国及びチリ共和国が含まれる。 

④国外退去を遅らせるためのものと判断される場合 

⑤行政拘留センターにおける庇護申請の場合 

ＯＦＰＲＡは 96 時間以内に結果を出さなければならない。 

 

【表 10 優先手続：年別申請登録件数に対する割合】 

年 優先手続の割合 

2003 年 9.6％ 

2004 年 16.0％ 

2005 年 23.2％ 

2006 年 30.7％ 

（出典：2003-2006ＯＦＰＲＡ報告書） 

 

【表 11 優先手続：庇護申請者の出身地域 2006 年】 

＊同伴未成年者は含まない 

出身地域 優先手続数 全申請における 

優先手続（％） 

１回目の申請

における 

優先手続（％） 

再申請 

における 

優先手続（％） 

行政拘留センター

優先手続数 

ヨーロッパ 4,308 33％ 18％ 81％ 646 

アジア 2,470 35％ 9％ 89％ 225 

アフリカ 3,277 28％ 12％ 80％ 598 

アメリカ 643 25％ 15％ 79％ 135 

合計 *10,698 30.7％ 13.7％ 82.8％ 1604 

＊うち 1回目の申請：約 3,590 数、再申請：7,106 数 

（出典：ＯＦＰＲＡ） 

 

                             
6 安全な国とは、迫害の深刻な危険性がなく、法治国家の原則、自由、民主主義、基本的人権と自由を尊

重することに留意している国である。入国滞在法典. L 第 722-１条 に基づきＯＦＰＲＡの理事会が安全

な国と考えられる国のリストを作成する。安全な国のリストに含まれる国の出身国の庇護申請者というだ

けでＯＦＰＲＡの結果が自動的に出るわけではなく、個別審査の原則は変わらない。2005 年６月 30日の

ＯＦＰＲＡ理事会によって初めて、12 カ国の安全な国リストが定められ、2006 年５月３日に５カ国が新

たに加えられた（ベナン共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カーボヴェルデ共和国、クロアチア共和国、

グルジア、ガーナ共和国、インド、マリ共和国、モーリシャス共和国、モンゴル国、セネガル共和国、ウ

クライナ、（2006 年５月３日～）アルバニア共和国、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、マダガスカル

共和国、ナイジェリア連邦共和国、タンザニア連邦共和国）。このリストは、不変のものではなく、その

国の状況の悪化によってリストから削除される可能性もあり、また新たな国が追加される可能性もある。 
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【表 12 優先手続：庇護申請者の主要な出身国 2006 年】 

出身国 優先手続件数 行政拘留センター

優先手続 

優先手続数/ 

全申請数 ％ 

トルコ 1,644 303 41％ 

スリランカ 1,389 43 40％ 

コンゴ民主共和国 772 56 27％ 

ハイチ 562 112 26％ 

バングラデシュ 497 8 46％ 

グルジア 434 24 83％ 

セルビア・モンテネグロ 420 78 17％ 

その他 4,980 980 - 

（出典：ＯＦＰＲＡ） 

 

（３）審査期間 

ＯＦＰＲＡにおいて、2006 年の優先手続と通常手続をあわせた全ての手続の審査

期間は平均では 110 日となる。半分は 80 日以内に審査され、54.5％のケースが３カ

月以内に処理された。 

ＣＲＲでの審査期間は平均 10 カ月～11 カ月である。公判を開かずに下される「決

定」もこの平均に含まれる。短い期間のものもあればより時間を要するものもある。 

 

（４）審査官の要件、分野、訓練 

ＯＦＰＲＡの職員である審査官は、元来は契約職員のみであったが、1995 年以降、

省庁の公共サービスの一部として国家試験によっても採用されている。契約職員の

採用は、書類審査及び面接によって実施されている。訓練はグループで理論教育を

行っており、中途採用の場合は、ＯＪＴ（on the job training）での訓練となる。

またヨーロッパレベル共通トレーニングとして、E-learning や大教室での講習も行

われている。 

ＣＲＲの職員である判事は、専従職員ではない。現在は、130 名の判事、80 名の

報告者が在職している。学歴は、法学の博士号を持つ者である。判事に対する訓練

としては、年に２～３回の情報集会を行っている。また、必要な情報を与えたり、

ＣＲＲで新たにアップデートした書類は全て判事に渡している。 

 

（５）その他 

2006 年の単身未成年者の１回目の申請は、571 件であり、アフリカ（コンゴ民主

共和国、アンゴラ、ギニア共和国、コンゴ、ルワンダ等）が全体の 64％、ヨーロッ

パ（トルコ、ロシア、旧セルビア・モンテネグロ、アルバニア等）は全体の 20％、

アジア（スリランカ）は全体の 12％である。571 件中 370 件は、男子による申請で

ある。単身未成年者は、必ずＯＦＰＲＡで面接をする。 

2006 年には 18.4％（ＣＲＲの異議認定を含めると 34.3％）が難民として認定さ

れている。 
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Ⅲ．庇護申請者に対する支援 

１．概要 

フランスでは、ＤＰＭから業務委託を受けた民間団体が申請者支援を行っており、

ＣＡＤＡ（Centre d'accueil pour demandeurs d'asile）と呼ばれる庇護申請者受入

施設を運営している。現在、フランス全土に 269 の施設があり、収容能力は 19,410

人である。申請者はＣＡＤＡに入居することにより、申請に必要な住所が与えられ、

申請手続支援、医療、子どもの就学支援等の支援を受けることができる。なお、申請

者全体の難民認定率と比較すると、入所した申請者の認定率は高いこともあり、民間

団体はＣＡＤＡへの入所を勧めているようである。 

ＣＡＤＡには同じ建物に居住する集合型と、町のアパートに分散して居住する分散

型とがある。集合型は申請者の状況を把握しやすく、また、分残型はフランス社会に

同化しやすいという利点を持っている。 

現在、ＣＡＤＡでの平均滞在期間は 17～18 カ月である。認定者や不認定者は退所す

ることにはなっているが、住宅事情が厳しく、また、却下されても子どもが義務教育

を受けている等の事情からすぐに退所しないケースがあり、平均滞在期間を短縮し、

入所待ちの申請者を減らすことが課題となっている。 

 

２．支援内容 

（１）住居 

調査団は、民間団体のＦＴＤＡが運営しているクレテイユセンター（Centre de 

Créteil）を訪問した。同センターは、フランスではもっとも古い庇護申請者受入施

設のひとつで 1975 年に設立された。当時は、申請者が一時的に滞在するトランジッ

トセンターとして設立されたが、現在は、ＣＡＤＡとして住居棟の他に、幼児用の

遊戯室、診療室、食堂、洗濯室等があり、認定者一時居住施設であるＣＰＨ（Centre 

Provisoire d'Hébergement）や、もともとのトランジットの機能も果たしている。

施設全体の収容能力は庇護申請者 150 人、難民認定者 100 人、トランジット 80 人、

入所者の国籍は 20～30 カ国からなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全景 住居棟 
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（２）財政支援 

ＣＡＤＡへの入所者には、１人あたり月額 200 ユーロ（約 32,600 円）支給され、

ＣＡＤＡの入所待ちの庇護申請者は一時的に緊急用住居を提供し、入所するまで月

300 ユーロ（約 48,900 円）の支給を受けることができる。また、ＣＡＤＡに入所の

意思がない者は財政支援を受けることができない。なお、ＦＴＤＡが運営する未成

年者向けのＣＡＤＡでは、入所者１人に１日５ユーロ（約 815 円）の食事のチケッ

ト、成人・単身者向けのＣＡＤＡでは入所者１人に１日 6.86 ユーロ（約 1,118 円）

を支給している。 

庇護申請者は原則として就労ができないため、上述の支援に頼るしかないという

現状がある。また、申請が却下されフランスから退去する者に対しては、出身国に

戻るための「帰還手当」が、単身者に 2,000 ユーロ（約 326,000 円）、既婚者 3,500

ユーロ（約 570,500 円）、子ども１人につき 1000 ユーロ（約 163,000 円）支給され

る。 

 

（３）言語教育 

言語教育は、社会統合に向けての支援であると考えられ、庇護申請者向けには申

請が却下される可能性もあることから、原則行われていない。ただし、フランスで

は６歳から 16 歳までは義務教育であるため、申請者であっても同年齢の子どもは地

元の学校へ無料で通学することができる。なお、民間団体のＣＩＭＡＤＥはＥＵか

らの資金で『イコール』と呼ばれる申請者向けのプログラムの中でフランス語教育

を行っている。また、ＦＴＤＡではフランス語教育としてではなく、日常のアクテ

ィビティの中でフランス語も習得できるプログラムを提供している。 

 

（４）就労及び職業訓練 

フランスでは庇護申請者の就労が禁止されているため、申請者を対象とした職業

技術訓練や就職斡旋等の活動は実施されていない。 

 

（５）医療 

フランスの医療保険制度は、職業別に分かれている公的医療保険と、それでは給

付されない医療費をカバーする民間の補足的医療保険がある。また、上述の公的医

療保険の対象とならないフランスに定住するフランス人、外国人や低所得者なども

医療給付が受けられるよう 2000 年から普遍的医療給付制度（Couverture Maladie 

Universelle（ＣＭＵ））が導入された。庇護申請者においても一定の手続を行うこ

とにより、自己負担額なしで医療を受けることができる。 

前述のクレテイユセンターに入所する庇護申請者は、入居時にＣＡＤＡ内の医務

室でカルテを作成し、ＣＡＤＡの福祉サービス部を通して医療サービスを受けるた

めの事務手続を行う。それに並行して外部の医療機関で健康診断を行うほか、感染

症の診断を受ける。Ｃ型肝炎や寄生虫、結核などが申請者によく見られる病気であ

り、患者に対しては治療が施される。クレテイユセンターの医務室には３名の医師

が非常勤で勤務している。HIV/AIDS の検査は本人の希望により任意で実施している。

ＣＡＤＡ内での HIV/AIDS 啓発教育の成果もあり、HIV/AIDS 検査拒否等を原因とし

た問題は起こっていない。HIV/AIDS 陽性者に対しても治療措置がとられる。障害者
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についても同様で、治療が求められる者に関しては他のフランス国民と同種の治療

が受けられる。クレテイユセンターの医務室には非常勤の心理士が１名勤務してお

り、メンタルヘルスのケアにあたっている。両親のストレスが子どもたちの絵に反

映されている場合もある。また多様なトラウマやストレスを抱えた申請者が多いこ

とから、心理士の役割は絶大である。なお、クレテイユセンターは疾病予防に力を

いれているとのことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医務室 

 

（６）申請手続支援及び法的支援 

庇護申請者に対する法的支援は、ＣＩＭＡＤＥやＦＴＤＡなどのＮＧＯが実施し

ている。ＣＩＭＡＤＥにおける法的支援の担い手は、弁護士等の専門家よりも訓練

を受け法律の知識のある 500 名～600 名のボランティアたちである。ＦＴＤＡが運

営するＣＡＤＡに入所している申請者に対しても、申請手続に関する情報提供及び

法的支援が行われている。民間のアパートを借り上げて運営している分散型のＣＡ

ＤＡに入所する申請者は、ＦＴＤＡの施設を定期的に訪問することにより支援を受

けることができる。ＦＴＤＡではソーシャルワーカーがまずは申請希望者との信頼

関係を築き、話を聞く中で申請に必要な情報を集めて書類作成の支援を行っていく。 

 

（７）その他 

（イ）就学 

６歳から 16 歳の子どもは、学校に通うことが義務付けられており、庇護申請中

の子どもに対しても学校教育は無料で提供されている。フランス語が話せない外

国出身の子どもが充分な教育を受けられるように、トランジションクラス（移行

期のための学級）を持つ学校が全県に一校は存在している。フランス語を充分に

話せるようになると、通常の学級へ移る。 
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（ロ）外国人未成年者受入施設 

６歳から 18 歳未満の身寄りのない外国人の子どもは、単身未成年者受入施設 

（La plateforme d'Accueil des Mineurs isolés Etrangers)で２、３カ月間過ご

し、その後は、国の未成年受入施設 Aide sociale à l'enfance （ＡＳＥ）へ移

動することになる。この施設では庇護申請希望者を含む、外国人未成年者を受け

入れている。フランスのＮＧＯのグループ（ＡＲＣ75、Aux Captifs la libération, 

Enfants du monde, Droits de l'Homme, Hors la Rue 及びＦＴＤＡ）でパートナ

ーシップを取りつつ、政府からの支援を受けて施設の運営にあたっている。この

サービスは、パリ市のＤＡＳＳが先導を切って行い、単身未成年者を見つけ出し、

日中の受入れを行い、法的な状況を把握し、必要なサービスへつなげたり、相談

にのったりしている。また、一時緊急宿泊施設を運営し、10 人収容が可能である。

12 月から４月は別の予算から資金を出し 50 人程度収容可能である。４名のソー

シャルワーカーが個別面談を通して相談にのるほか、申請手続支援や法的支援も

行っている。また適宜パリ市内観光などのイベントも開催している。 

ＦＴＤＡは、ＣＡＯＭＩＤＡ（Centre d'accueil et d'Orientation pour Mineurs 

isolés Demandeurs d'Asile）というフランス国内唯一の単身未成年庇護申請者受

入施設をパリ郊外にＤＰＭからの支援を得て運営している。受入対象は、13 歳か

ら 18 歳未満で、収容可能人数は 33 人である。未成年かどうかの判断は、自己申

告に加え骨診断を行い、未成年者施設へ入所する前に判定する。期間は、12 カ月

でその後は国の未成年受入施設 Aide sociale à l'enfance（ＡＳＥ）へ移動する

ことになる。 

 

（ハ）成人・単身者受入施設 

ＣＡＤＡには成人で単身の申請者向け施設があり、ＤＰＭからの予算で運営さ

れている。 

分散型の施設で各アパートに４～５人が入居し、全体で 104 人（15 アパート）

の収容能力があり、全体の家賃は月 2,600 ユーロ（約 423,800 円）である。６名

のスタッフが、ＯＦＰＲＡの申請結果やＣＲＲの異議申立の結果が出るまで、庇

護申請手続、法的支援、生活支援や認定者向けの社会統合支援を行っている。申

請者は事務所に来所することで上述の支援を受けることができ、また週に１回、

スタッフが各アパートを訪問し申請者の状況確認を行っている。なお、認定を受

けた申請者は１カ月以内に退所することになっているが、準備ができていなけれ

ば、強制的に退所をさせることはない。 

 

（ニ）難民不認定者への支援 

パリ市内では、認定を却下された者もマルタ騎士団及びＡＰＴＭ（Association 

pour l'accompagnement social et administratif des migrants et de leurs 

familles）で宿泊場所の提供や法的支援を受けることができる。法的支援として

は、不認定者が難民としてではなく別の滞在資格により合法的にフランス滞在で

きるよう援助を行っているほか、不認定者の自発的母国帰還の援助を行っている。

マルタ騎士団の宿泊施設は、1,200 人収容が可能で、ＡＰＴＭが運営する不法滞

在者への施設は 2,500 人収容が可能である。なお、これらの事業実施２団体は雇
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用社会連帯及び住居省の財政支援を受けて事業を運営している。 
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Ⅳ．条約難民等に対する定住支援 

１．概要 

フランスにおいて庇護申請者がそれぞれの手続を経て、難民として認定されれば、

フランス国民と同様の社会保障を享受できる。また、2006 年の新移民法により移民及

び難民に義務づけられるようになったＣＡＩ契約を締結することにより、フランス語

やフランス社会に関する教育を受けられ、医療、住居、就業など定住国での生活で必

要な情報提供などの公的サービスを受けることができる。 

 

２．支援内容 

（１）住居 

フランスにおいて、難民はまず、庇護申請者として暮らしてきたＣＡＤＡからＣ

ＰＨと呼ばれる認定者一時居住施設に移動し、住居を見つけるまでの準備期間を過

ごす。 

ＦＴＤＡの支援を受けた難民は、その後も同団体から住居斡旋を得て、定住先に

移ることになる。同団体では、現在イルドフランス地方への定住者集中を避けるべ

く、地方への移住プログラムを進めている。また、この難民の集中回避という点で、

同じ民族の集中、コミュニティー化、ゲットー化を避けようとする意図が移住の分

散化過程の中で働いている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難民の住宅支援ポスター（ＦＴＤＡ） 
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（２）財政支援 

難民として認められたことによる特別な財政支援はないが、ＣＡＩ契約を締結す

ることにより、フランス国民と同様の社会保障を享受でき、最低生活扶助（Revenu 

Minimum d'Insertion（以下、ＲＭＩ））の受給も可能となる。ＲＭＩは月額 450 ユ

ーロ（約 73,350 円）で、この生活扶助が、難民の社会統合へ向けての準備金となる。 

 

（３）言語教育 

難民のみを対象とする言語教育というものは設けられていないが、ＣＡＩ契約を

締結した者として、契約の枠内で無料のフランス語教育が受けられる。このフラン

ス語教育の管轄はＡＮＡＥＭである。ＡＮＡＥＭがフランス語教育を行う民間の語

学教育機関もしくは民間団体に対して語学研修の仕様書を出すなどして依頼・委託

している。委託を受けた教育機関、民間団体のカリキュラムはそれぞれ異なってお

り、独自のやり方で教育を行っている。ＥＵが出している言語に関する基準やＡＮ

ＡＥＭが出している基準などを素地に、各々の教育方法、教材を使って教えている。 

 

（イ）ＦＴＤＡがイルドフランス地方において行っているフランス語教育プログラム 

プログラムでは言葉だけでなくフランスにおける社会規範を学ぶということを

目標としている。講座の期間は５カ月、週 30 時間受講する。1 クラスは最大 15

人で、教材は教師自身が作成している。受講期間中、学習者は午前中に文法や会

話学習といった言語教育を受け、午後からは「プロジェクト」と呼ばれる言語を

学びながら社会規範について学ぶ授業を受ける。 

プロジェクトは次の七つのテーマによって構成されている。①社会的アイデン

ティティ、②レジャー、③健康・医療、④地域の日常生活、⑤市民権、⑥男女平

等、⑦教育・職業。このように言葉を学びながら、フランス社会についても学べ

る総合的な授業は人気が高く、現在高い需要に対して供給のほうが追いついてい

っていない状況である。ＦＴＤＡのフランス語教育のケースにも見られるように、

受講者のニーズ、関心に対して教育機関側がどのような質、内容をもって応える

かということが課題の一つとなっている。 

 

（４）就労及び職業訓練 

職業訓練についても、難民のみを対象とする訓練施設は存在しないため、一般の

職業訓練を扱う機関、施設を利用することになる。このような職業訓練機関の一つ

に成人職業協会（ＡＦＰＡ）などがある。そこでは、建設業、塗装、ＩＴ、看護と

いった分野の職業知識を得ることができる。これらの職業訓練の機会が難民にも同

等に与えられているが、前述の言語教育と同様に、受講の申込者が受入能力を超え

ているため、受講まで長い間待たなければならないという問題が起きている。 

こういった職業訓練を提供している機関の紹介は、難民が支援を受けている民間

団体によって行われている。さらに就職活動を行う際にも支援民間団体が強力なバ

ックアップを行う。ＦＴＤＡの例をあげれば、ただ職を紹介するだけではなく、社

会統合カウンセラーが企業に対して難民の専門性、特性などをアピールし、試用期

間を設けて実際に本採用してもらうなどの支援を行っている。 

就労において、難民が抱えている最も大きな問題は、母国で取得した資格をその
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ままフランスにおいて活かすことができないということである。たとえば、母国に

おいて医師の資格を持っている難民がフランスにおいても自動的に医師として認め

られることはなく、看護師などになるということが実際のケースとしてある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

難民の雇用促進ポスター（ＦＴＤＡ） 

 

 

（５）医療 

難民のみを対象として医療サービスは提供されていないが、難民はフランス国民

と同様の医療を受けることができる。ただ、医療が保障されているとはいえ、定住

後の難民あるいは移民特有のストレスを抱えている者が多いため、専門的なメンタ

ルケアが常に必要とされている。 

 

（６）コミュニティーからの支援 

今回、調査団は在仏ベトナム人協会を訪問した。同団体はベトナム難民に限らず、

あらゆる在仏ベトナム人を支援対象としている団体である。団体が発足したのは

1920 年代であり、現在フランスにあるベトナム人民間団体の中で最も古く、最も会

員数が多い（500 人）。フランスにはこの団体のほか、約 300 のベトナム人民間団体

が存在している。 

それらの団体はイデオロギー的に大きく三つに分かれる。一つは現政権支持派、

二つ目に現政権反対派、そしてどちらにも属さない中立派である。その中で、在仏

ベトナム人協会は現政権支持派である。同団体が行っている主な活動は以下のもの

である。 



 －28－ 

①旧正月、中秋節などの文化イベントの開催 

②子ども向けの母語教室（その他、民族舞踊、ベトナム武術教室なども含む）の

運営 

③子ども向けの補習教室 

④ベトナムへの修学旅行実施 

⑤法的手続のサポート、翻訳通訳など文化イベントの開催 

母語教室、補習教室の運営は日本やアメリカ、オーストラリアにあるベトナム人

コミュニティーにも共通する活動であり、在外ベトナム人が重視する「次世代への

伝統文化の伝承」のため、あるいはベトナム人のアイデンティティを確認するため

の重要な活動である。また、ベトナムへの修学旅行も現在アメリカのベトナム人コ

ミュニティーにおいても少しずつ見られている活動である。 

法的手続のサポートとは、ビザやパスポート申請の手続、ベトナムあるいはフラ

ンスにおける婚姻手続、住民登録、ベトナム国籍の証明書申請、遺骨のベトナム輸

送、ベトナムにおける司法履歴証明書（犯罪歴の有無を記したもの）の取寄せなど、

様々な司法・行政に関わる手続を含んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在仏ベトナム人協会 

 

 

 


