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調 査 概 要 
 

Ⅰ．調査の目的 
イタリア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 11 月 12 日（月）～11 月 16 日（金）（５日間） 

 

２．調査対象国 

イタリア共和国 

 

３．調査員 

（１）アジア福祉教育財団 難民事業本部 援護課職員 小島 佳子 

（２）社会福祉法人 日本国際社会事業団 ソーシャルワーカー 細井 純子 

（３）アムネスティ・インターナショナル日本 難民担当スタッフ 石井 知子 

 以上３名 

 

４．調査方法 

調査団の政府機関及び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 

11 月 12 日（月） ①在イタリア日本大使館 

面談者：鹿倉二等書記官 

 ②ＵＮＨＣＲ 

面談者：Mr. Paolo Artini (Reg.Protection Officer) 

 ③Jusuit Refugee Service 

面談者：Father Giovanni La Manna (Director) 

 ④ＳＰＲＡＲ Central Service 

面談者：Mr. Nadan Petrovic(Director) 

Mr. Soran Ahmad 

11 月 13 日（火） ①National Commission for Asylum 

面談者：（注）Pref. Fausto Gianni (President of the National 

Commission for Asylum) 

他１名 

 

 

 

（注）Prefetto（本文のⅠ．５．（１）（ロ）の注 14 を参照） 
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 ②Rome Territorial Commission 

面談者：Pref. Angelo Malandrino 

 Ms. M. Cristina Bolognesi 

 他１名 

 ③Caritas 

面談者：Ms. Ngo Dinh Le Quyen (Head of Immigration Unit 

of Caritas) 

 ④Italian Refugee Council 

面談者：Mr. Christopher Hein (Director) 

 ⑤Amnesty International Rome 

面談者：Ms. Guisy D’Alconzo (Responsible for refugees) 
11 月 14 日（水） ①Ministry of Internal Affairs 

面談者：Pref.Giuseppe Forlani(Head of Directorate Civil 

Services for Immigration and Asylum) 

Vice Prefetto Alessandra Camporota 

他１名 

 ②Ministry of Social Solidarity 

面談者：Ms. Paola Cutaia (Head of Secretariat of the  

Undersecretary of State De Luca) 

Ms. Daniela Pompei (Consultant for Integration 

Issues) 

11 月 15 日（木） ①Lampedusa Reception Centre 

面談者：Mr. Jacopo Giorgi(ＵＮＨＣＲ) 

Mr. Anouar Belrhazi(ＵＮＨＣＲ) 

Ms. Anna Catania(赤十字) 

Mr. Giuseppe Bellassai(Head of the Immigration 

Unit of Agrigento Police)  

他１名 

 ②Coast Guards Headquarters 

面談者：Davide Mallia 軍曹 

他１名 

 ③Tax and Customs Police 

面談者：Cap. Carmine Cortese 

 ④Lampedusa Reception Centre 

面談者：Ms. Paola Silvino(施設管理者)他 

 ⑤国際機関職員との意見交換 

面談者：ＵＮＨＣＲ職員２名 

赤十字職員２名 

国境なき医師団職員４名 

11 月 16 日（金） ①出港立会い 

 ②“Cimitero delle barche” 

 ③Local Municipal Cemetery 
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調 査 結 果 
 

（要約） 

Ⅰ．難民受入政策 

イタリアは移民送出国としての歴史が長く、移民受入国に転換したのは比較的 近の現

象である。イタリアにおける難民申請は主に東欧諸国からであったが、近年アフリカ諸国

からの申請が目立つようになった。イタリアは移民及び庇護申請者が混合型で入ってくる

のが特徴であるため、外国人の地位を明確にし、保護対象者の法的権利を広げると同時に

不法移民を取り締まることが難民政策の基本方針である。また、入国経路は海路が も多

く、多くの場合救助を要するため、人命救助と国境管理という複雑な問題に解決策を見出

す形で、イタリアは難民政策を展開する。 

イタリアにおいては難民基本法が存在しない。庇護の権利及び難民の地位はイタリア共

和国憲法及び 1951 年の難民条約を基本に保障され、移民法の一部に規定される。 

2002 年ボッシ・フィーニ法は大きな制度改革をもたらした。身元確認センターを設置し

庇護申請者と不法移民の識別を徹底することになったこと、難民認定に係る審査期間の迅

速化を図るため、申請書類の審査機関として七つの地方委員会を設置したこと、また、地

方分権を基礎とする、公的な保護システム（Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 

e Rifugiati (ＳＰＲＡＲ)）を設立したことである。 

公的な支援体制は、1999 年に始まり、それ以前は支援のほとんどは非営利団体等ボラン

ティア団体によるものであった。現在のＳＰＲＡＲシステムは通常手続を踏む庇護申請者、

難民及び人道保護対象者を対象としており、法的支援、社会・精神的支援、就労支援、語

学教育、住居支援等、必要なサービスを一貫して保障する。サービスはネットワークとい

う形態をとり、地方公共団体の任意な参加により支援プロジェクトが立ち上げられる。Ｓ

ＰＲＡＲネットワークの中心には内務省の管轄組織である中央サービスが設置され、実務

はイタリアの市の連合（ＡＮＣＩ）を通して実施される。 

 

Ⅱ．難民受入制度 

イタリアでは難民受入制度としてＵＮＨＣＲの第三国定住プログラムを導入しておら

ず、庇護申請手続に基づく受入れのみを行っている。新たなる法の施行、ＥＵの指令等に

より、イタリアの難民受入制度は大きく変化を遂げ、そして未だ新たな制度への移行過程

にある。以前は決定を下すまでに多くの時間を有したことから、庇護申請者は不安定な立

場に長く置かれる等、多くの弊害を生んでいた。現在は、審査機関の増設を主な理由に審

査期間の短縮化が実現され、状況の改善が見られるようになった。 

イタリアで庇護を求める者は、国境の警察において庇護申請を行う。警察は領域管轄権

を有する県警察本部（Questura）へ通知する。なお、国境近辺に警察署が不在であれば、

県警察本部に申請を提出する。県警察本部は、申請受理前に、ダブリン条約やシェンゲン

協定に基づき、審査すべき国を決定する手続を開始する。 

庇護手続には簡易手続と通常手続の二通りがある。正規書類を所持しない入国者が庇護

申請をする場合、身元確認センター（ＣＤＩ）または一時滞在センター（ＣＰＴ）に滞在

し、簡易手続を踏む。右以外は通常手続が適用される。３ヵ月間の在留資格が付与され、

以後庇護手続に係る決定が出されるまで更新が可能である。申請者のおよそ８割が簡易手

続、２割が通常手続である。 
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庇護申請が受理されると、２日以内に担当する地方委員会に申請が通知され、審査が開

始される。地方委員会による書類審査とともに、面接が行われる（簡易手続の場合は 15

日以内、通常手続の場合は 30 日以内に実施）。なお、ボッシ・フィーニ法施行前の旧制度

下で提出された申請については、全国委員会の残留検討委員会が審査を行う。 

面接後３日以内に難民認定、人道的保護、不認定の３種類の決定が出され、決定結果は

面接の約 10 日から 15 日後、警察を通じて申請者本人に伝えられる。難民認定により２年、

人道的保護により１年の滞在許可が与えられる。簡易手続において難民不認定となった場

合は、５日以内に地方委員会による再審理を申請することができる。 終決定は 10 日以内

に下される。結果に対する異議申立は、裁判所において行うことができる。なお、異議申

立ての過程にあっても退去強制手続は進行し、送還が執行されることを妨げない。 

 

Ⅲ．庇護申請者に対する支援 

庇護申請者全員を対象とした受入施設はない。簡易手続を踏む申請者は身元確認センタ

ー（ＣＤＩ）において、委託された支援団体による法的支援、社会支援、語学教育等が提

供される。通常手続を踏む申請者に特化した支援はない。ＳＰＲＡＲネットワーク、ＮＧ

Ｏや宗教団体等は申請者、難民認定者及び人道保護対象者を区別せずに住居、語学講座、

就労支援、法的支援、社会オリエンテーション等のサービスを提供しており、各人は必要

に応じた支援を受けることができる。また社会連帯省（Ministry of Social Solidarity）

は、合法滞在する外国人に対する基金を設立しており、申請者も支援の対象である。申請

後６ヵ月を経過し、条件を満たす申請者は就労が認められている。政府による経済支援は

基本的に行っていない。なお、生活手段がない場合、ＳＰＲＡＲの支援のプロジェクトに

よっては月 30-50 ユーロ（約 5,000 円‐8,000 円）程の支援を提供している。ＮＧＯや教

会団体の多くは、金銭の支給の代わりに衣食住の現物提供を行う。 

 

Ⅳ．条約難民等に対する定住支援 

条約難民に特化した支援はなく、庇護申請者及び人道的保護対象者をも対象としたＳＰ

ＲＡＲプログラムによる支援を受けることができるほか、ＮＧＯ等民間団体が実施するイ

タリア語、医療、住居、就労、生活ガイダンス等、生活に必要な支援を受けることができ

る。また、イタリアにおける外国人一般を対象とした社会連帯省の支援の対象者である。 

ＳＰＲＡＲにおける支援の期間は原則 長一年であり、その期間内に自立することが目

標とされる。難民認定者を対象とした特別な居住施設はない。ＳＰＲＡＲネットワークは

総ベッド数 2,500 から 3,000 を提供する。また、社会連帯省、教会、ＮＧＯ団体が独自に

住居や、住宅探しのための情報提供を行っている。なお、条約難民に限り、公団アパート

に入居する権利をもつ。語学教育はＳＰＲＡＲプログラムにより実施される他、教会、Ｎ

ＧＯ等も語学教室、子供に対して放課後の手伝いなどを支援している。なお、カリタスロ

ーマでは大人向けに３ヵ月集中のイタリア語学習を実施している。また、社会連帯省はＲ

ＡＩ国営放送と契約してテレビ講座も実施する予定である。就労及び職業訓練についても、

早期に自立できるよう、各種団体による支援が行われる。医療は基本的に無料であり、イ

タリア国民と同等の医療サービスを受けることができる。なお、薬の処方については、難

民に限り無料である。ＮＧＯ団体によっては、支援対象者及び支援をする者に対してメン

タルヘルスケアを実施する。 
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Ⅴ．ランペドゥーサ島における支援 

海路による入国は、アフリカからヨーロッパへの入口であるランペドゥーサ島に代表さ

れるが、ランペドゥーサ島に到着した外国人は 2006 年には 18,096 人であり、海路から入

国した外国人全体の 82％を占める。この島には、入国して身元や立場が分からない人のた

めの施設である救助及び初期保護センター（ＣＳＰＡ:Centro di Soccorso e di Prima 

Accoglienza）が置かれる。政府は 2006 年、欧州委員会による財政支援を受け、ランペド

ゥーサ島における受入れ保護を強化するためのプロジェクトをＵＮＨＣＲ、ＩＯＭ、赤十

字と協同して開始した。右に伴い、三機関がセンターに常駐することになり、保護強化及

び透明性に繋がっている。ランペドゥーサ島へ入国するにあたり、自力で到着する船は数

少なく、大方は救助される。島には海上警察及び密輸や経済犯罪を取り締まる財務警察が

存在するが、総動員で人命救助にもあたっている。 
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イタリアにおける難民受入れの流れ 

 

 

 

 

警察署に庇護申請

地方委員会への庇護申請

地方委員会による審査

認定 不認定人道的保護

地方委員会による再審理

裁判所への異議申立て

認定 不認定

認定 不認定

事前審査

3ヵ月の在留資格

更新可能

＜簡易手続＞＜通常手続＞

簡易手続
15日以内

に面接

通常手続
30日以内

に面接

簡易手続

初期保護センター(CPA)

身元確認センター(CDI) 一時滞在センター(CDT)
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Ⅰ．難民受入政策 

１．概要 

移民送出国としての歴史が長かったイタリアにおいて、外国人移民の流入は比較的

近の現象である。イタリアが移民受入国に転換したのは、1970 年代後半からであ

り、 初の波は 1984 年から 89 年にかけて到来した。1980 年代後半に約 50 万人であ

った外国人数は 1997 年には倍増し、2006 年 12 月 31 日現在の外国人数は 293 万 8,922

人とされる1。 

 

【表１ イタリアにおける外国人滞在数の推移】 

各年 12 月 31 日の数値。2001 年は 10 月 21 日の国勢調査の数値。 

年 人数 

1992  573,258 

1995  737,793 

1998 1,116,394 

2001 1,334,889 

2004 2,402,157 

2006 2,938,922 

(出典：ＩＳＴＡＴ2） 

 

イタリアはこれまで 1970 年から 1980 年にかけてチリ、ベトナム、1990 年代後半コ

ソボ難民を受け入れてきた。1990 年から 2000 年にかけて、イタリアにおける庇護申

請は主に東欧諸国から（上位出身国はアルバニア、旧ユーゴ、イラク）であったが、

2003 年以降、アフリカ諸国からの申請が目立つようになった。2006 年の申請数は

10,348 件であり、出身国は第１のエリトリア（2,151 件）を始め、ナイジェリア（830

件）、トーゴ（584 件）と続く。申請に対する決定は人道的保護の付与が 46.8％、不

認定 39.8％、難民認定は 9.5％であった3。なお、2007 年においてはアフガニスタン

及びイラク申請者が増加傾向にある4。 

イタリアは移民及び庇護申請者が混合型で入ってくるのが特徴である。申請者の約

80％が正規の書類なしに入国している。入国経路は海路が も多く、申請者全体の約

60％にあたる。海路による入国は、アフリカからヨーロッパへの入口であるランペド

ゥーサ島に代表されるが、ランペドゥーサ島に到着した外国人は 2006 年には 18,096

人であり、海路から入国した外国人全体の 82％を占める5。海路入国は多くの場合救

助を要する。地理的条件に伴う、人命救助と国境管理という複雑な問題に解決策を見

出す形で、イタリアは難民政策を展開する。 

 

                             
1 ISTAT 統計 http://demo.istat.it 
2 1992-2001 年については Giuseppe De Bartolo “Immigration in Italy: The Great Emergency” から抜

粋 http://paa2007.princeton.edu/download.aspx?submissionId=71344 
3 “Annual Report on the Italian Protection System for Asylum-Seekers and Refugees 2006 Summary” 
4 “Eligibility Statistics 2005-2006-2007 Italy”, UNHCR RO Rome, September 2007 
5 “UNHCR’s work in Lampedusa and in Sicily” 
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【表２ 2005 年４月 21 日から 2007 年 11 月までの地方委員会における庇護申請状況6】 

（内務省資料を基に作成） 

 

庇護申請及び結果状況 

申請数 27,446 

審査数 25,561 

認定 2,186 

不認定 10,327 

人道的保護 11,510 

取り下げ等 1,528 

庇護申請者の上位出身国 

出身国 人数 

エリトリア 4,909 

ナイジェリア 2,092 

セルビア・モンテネグロ 1,881 

象牙海岸 1,749 

ガーナ 1,278 

トーゴ 1,199 

エチオピア 1,138 

難民認定上位出身国 

出身国 人数 

エリトリア 322 

エチオピア 234 

アフガニスタン 178 

トーゴ 124 

スーダン 155 

トルコ 108 

象牙海岸 115 

人道的保護付与者上位出身国 

出身国 人数 

エリトリア 4,515 

象牙海岸 1,192 

トーゴ 700 

エチオピア 683 

スーダン 675 

アフガニスタン 500 

ソマリア 533 

 

                             
6 2005 年４月 21日ボッシ・フィーニ法施行以降の統計。 
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２．基本方針及び法的枠組み 

イタリアにおいては難民基本法が存在しない。庇護の権利及び難民の地位はイタリ

ア共和国憲法及び 1951 年の難民条約を基本に保障され、移民法の一部に規定される。

共和国憲法の下、国際条約及びＥＵの指令に沿った国内法の整備が進められる。本年 11

月９日、ＥＵの指令7を国内法化するための法案が議会を通過した。右により、国際保護

における補完的保護の地位及び難民認定する際の統一政策の 低基準が再確認された｡ 

国際保護を要する十分な根拠のある者と不法移民が混在して入国するイタリアにお

いて、外国人の地位を明確にし、保護対象者の法的権利を広げると同時に不法移民を

取り締まることが難民政策の基本方針である。 

2002 年ボッシ・フィーニ法は大きな制度改革をもたらした。第１に、身元確認セン

ターを設置し、違法な形で入国した者の身分を確認し、庇護申請者と不法移民の識別

を徹底することになった。第２に、難民認定に係る審査期間の迅速化を図るため、申

請書類の審査機関として七つの地方委員会を設置したこと、第３に、地方分権を基礎

とする、公的な保護システム（ＳＰＲＡＲ8）を設立したことである。 

移民法及び庇護に係る法的枠組みは以下のとおりである。 

 

（１）1948 年 共和国憲法 

第 10 条（3）は、「イタリア憲法が保障する民主的自由の行使を妨げられる外国

人は共和国内において庇護の権利を与えられる。」と規定される。難民条約よりも

保護の対象が広いとされる。 

 

（２）1986 年 法律 943 号 

移民に係る初の法律。移民政策の基本的な枠組み、外国人労働者の権利を規定。

なお、庇護に係る記述はない。 

 

（３）1990 年 マルテッリ法（法律 39/1990） 

難民条約に基づく難民の地位に係る規定を設けた。イタリアは 1954 年に難民条約

を批准した際、地理的制約（同条約に基づく自国の保護義務の対象を欧州地域に限

定する）を付していたが、同法により地理的制約は撤廃された。難民認定審査機関

として、中央委員会が設立された。 

 

（４）1998 年 トゥルコ・ナポリターノ法（法律 286/1998） 

移民及び外国人の条件等一般的に規定。庇護に係る規定はない。 

 

（５）2002 年 ボッシ・フィーニ法（法律 189/2002） 

2005 年４月 21 日施行。第 31 条及び 32 条において、難民認定に係る書類審査、

庇護申請者、難民及び人道的保護対象者の保護に係る新たな制度を設けた。庇護申

請者の収容に係る規定を設けるとともに、審査手続に関し、従来の通常手続に加え、

簡易手続を設けた。また、中央委員会を庇護の権利のための全国委員会に置き換え、

                             
7 2004/83/EC 及び 2005/85/EC 
8 ３．受入体制（２）参照。 
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申請書類の審査のために地方委員会を設置した。また、国家難民政策基金を設置し、

同基金及び中央サービスによる管理を基礎としたＳＰＲＡＲを設立した。 

 

（６）法規 140/2005 

ＥＵ加盟国における庇護申請者の受入れの基礎を定めたＥＵ指令 2003/9/EC を履

行するための規定。受入体制の条件や庇護申請者の権利が規定される。 

庇護申請をしてから６ヵ月経過後9に結果が下されない場合であって、延滞が申請

者側に帰するものではない場合、就労が許可されることが規定された。また、庇護

申請者の権利について、認定手続が終了するまで厚遇を施すこと、保護システム及

び身元確認センターにおいて、子供を始めとする弱者に対して、特に配慮した支援

サービスを整えることが規定された。 

 

（７）地方の法律等 

イタリアにおいては、外国人の受入れ、支援、社会統合等を推進するため、地方

が独自の法律を制定することができる。法律等を制定している地方はエミリア・ロ

マーニャ、アブルッツォ、フリウリ・ヴェネツィア・ジュリア、リグーリアの地域

及びトレント州であり、庇護に係る規定を設けるものもある。 

 

３．受入体制 

（１）庇護申請者等の受入施設 

正規書類を所持しない入国者は、まず初期保護センター（ＣＰＡ）に送られ、同

センターから、庇護申請の有無等に基づき、身元確認センター（ＣＤＩ）又は一時

滞在センター（ＣＰＴ）に収容される。これらの施設は内務省が管理し、予算は年

間約 3,000 万ユーロ（約 47 億円）配分される。ＣＤＩにおいては、委託された支援

団体による法的支援、社会支援、語学教育等が提供される。 

 

（２）庇護申請者及び難民のための保護システム 

（Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (ＳＰＲＡＲ)） 

庇護申請者、難民及び人道保護対象者に対する公的な支援体制は、コソボ難民が

流入し、申請者が増加した 1999 年に実施された Joint Action プログラムが始まり

である。それ以前は支援のほとんどは非営利団体等ボランティア団体によるもので

あった。その後、2001 年から実施された全国難民計画（ＰＮＡ）を経て、現在の受

入体制は、2002 年のボッシ・フィーニ法により成立したＳＰＲＡＲと呼ばれるシス

テムである。同システムは通常手続を踏む庇護申請者、難民及び人道保護対象者を

対象とする。 

ＳＰＲＡＲの特徴は、法的支援、社会・精神的支援、就労支援、語学教育、住居

支援等、必要なサービスを一貫して保障する点にある。サービスはネットワークと

いう形態をとり、地方公共団体の任意な参加により支援プロジェクトが立ち上げら

れ、イタリア全土に分布する。2006 年においては 105 のプロジェクトが実施され、

支援者数は 5,347 人であった。同システムは、地方自治体が新たなサービスを築く

                             
9 なお、2003/9/EC においては 1 年経過後とされる。 
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のではなく、イタリア国民も利用する既存の資源サービスを 大限に活用すること

を重視しており、これは社会統合を推進する利点を持つ。 

ＳＰＲＡＲネットワークの中心には内務省の管轄組織である中央サービスが設置

され、 低限の基準が定められ、プロジェクト全体が監督される。同組織の下、実

務はイタリアの市の連合（ＡＮＣＩ）を通して実施される。 

予算は内務省の難民政策基金（2,200～2,300 万ユーロ（約 34～36 億円)）及び欧

州難民基金（200～300 万ユーロ（約３～５億円)）合計して年間約 2,500 万ユーロ

（約 39 億円）支給される。このうち 90％がプロジェクト支援、10％が中央センタ

ーの運営に充てられる。なお、各プロジェクトに対する国の援助は 80％であり、残

りの 20％は各公共団体が負担する。また、特別予算として 8/1000 基金が年間約 850

万ユーロ（約 13 億円）存在し、ミラノ、ローマ等大都市に充てられる他、未成年者

用のプロジェクトやＮＧＯの特別プログラム等にも充てられる。 

 

（３）予算 

（イ）国家難民政策基金 (Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo) 
2002 年ボッシ・フィーニ法により設立され、内務省が管理する。ＳＰＲＡＲに

参加を希望する地方自治体が提示するプロジェクトは、アドホック委員会により

評価され、内務省の定める基準を満たすとプロジェクトの 80％までが同基金によ

り配当される。同基金は毎年欧州難民基金からの配分を受ける。 

 

（ロ）欧州難民基金 (European Refugee Fund) 

2000 年に設立された、ＥＵ委員会が加盟国に提供する基金。当初は 2000 年か

ら 2004 年までを対象とする基金であったが、2004 年理事会の決定により、現在

の基金は 2005 年から 2010 年までを対象とする。 

 

（ハ）8/1000 基金 (Otto Per Mille) 

イタリアにおいて、納税者は税金（Personal Income Tax）の 0.8％を、法律で

定められた使途のため、国家又は特定の宗教団体へ渡すことができる。国家に納

められた 0.8％は、文化資産の保存、自然災害への対応、飢餓、難民保護等、予

測されない事態のために使用される。 

 

４．ＥＵ等との協力 

欧州委員会は、国境、ビザ、庇護及び移民に関係する分野における政府間協力のた

めに、ＡＲＧＯプログラムを実施している10。ＥＵ規定に沿った活動を実施するにあ

たり、国家間の協力を推進し、ＥＵ法の統一的な適用及び国家の活動の透明性を高め

ることを目的とし、国境、ビザ、庇護及び移民に係る活動を支援し、研修や職員の交流、

データ管理、複数加盟国スタッフからなる実施機関の設置等のための資金援助を行う｡ 

イタリアは 2006 年、同プログラムによる財政支援を受け、ランペドゥーサ島におけ

る受入保護を強化するためのプロジェクト11をＵＮＨＣＲ、ＩＯＭ、赤十字と協同し

                             
10 Odysseus Programme 終了に伴い成立。2002 年 1 月から 2006 年 12 月を対象とする。 
11 “Strengthening of reception capacity in respect of migration flows reaching Lampedusa 
 (PRAESIDIUM I ) ” 



－12－ 

て開始した。本プロジェクトは、各機関が専門性を活かし、ランペドゥーサ島に到着

する者に対し、難民の権利、義務についての情報提供を行うとともに、弱者の保護を

推進することを目的とする。同プロジェクトの成果に鑑み、2007 年からシチリア全域

においても同様のプロジェクトが実施されている12。プロジェクトに伴い、ＵＮＨＣ

Ｒ、ＩＯＭ及び赤十字はランペドゥーサの受入センター内に常駐しており、シチリア

においては移動可能な態勢が布かれる。 

 

５．実施機関13 

（１）政府 

（イ）内務省 

庇護及び難民問題を扱う所管官庁である。難民政策基金の管理・配分及び基準

の設定及び全国レベルでのモニタリングが主要な役割である。また、政府管轄の

初期保護センター（ＣＰＡ)、身元確認センター（ＣＤＩ)、一時滞在センター（Ｃ

ＰＴ)を管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内務省 

 

（ロ）全国委員会（Commissionne Nazionale per il Diritto d’Asilo） 

ボッシ・フィーニ法により中央委員会を置き換えた。内務省プレフェット14が

委員長となり、外務省、警察、首相府の各代表及び諮問役としてＵＮＨＣＲ代表、

計５名で構成。七つの地方委員会の総括及び調整役を務める。難民の地位の取り下げ

に係る決定権を持つ。また、庇護申請者の出身国状況に係る資料を取り纏め、審査を

する際のガイドライン等を定める他、地方委員会の職員に対して研修を実施する｡ 

                             
12 “Consolidating reception capacities in respect of migration flows reaching the island of Lampedusa 

and other strategic border points of the Sicilian Coast(PRAESIDIUM II)” 
13 ＡＮＣＩ及びＩＯＭは今次調査で訪問していない。 
14 イタリアにおいては、内務省から派遣されるプレフェット(Prefetto)が配置され、各県における監督官

としての役割を担う。選挙で選出される県知事に対し、政治的に配置された「内務省任命知事」として
の位置づけ。 

 イタリア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 
 www.jil.go.jp/institute/reports/2006/documents/059_02-4.pdf 

内務省 
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（ハ）地方委員会  

(Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato) 

内務省プレフェット及び警察、地方行政、ＵＮＨＣＲの各代表、計４名で構成。

申請に関する書類の審査を行う。以前、中央委員会が全国レベルで審査を行って

いたが、審査の長期化に伴い、ボッシ・フィーニ法によりゴリッツィア、ミラノ、

ローマ、フォッジャ、シラクーサ、クロトーネ、トラパニの７地方に成立された。

2005 年４月 21 日以降に提出された申請を審査する15。 

 

（ニ）社会連帯省 (Ministero della Solidarietà Sociale) 
2006 年、労働社会政策省が労働省と社会政策省に分かれたことに伴い成立。難

民に限らず、外国人全般に対して社会統合支援を行う。外国人一般を対象とした

基金を有し、地方行政、ＮＧＯ、教会等が実施するプロジェクトを選定し、実施

団体に資金提供を行う。プロジェクトの基準を設定し、統合政策の調整及び監督

の役割をもつ。2007 年においては 5,000 万ユーロ（約 78 億円）の基金を制定。 

 

（２）地方自治体 

（イ）ＳＰＲＡＲ中央サービス（Servizio Centrale) 

ボッシ・フィーニ法により設立された。ＳＰＲＡＲのネットワークの監督役で

あり、プロジェクトに係る全国基準を定め、それに沿った支援を指導するととも

に、システムの保護を受ける者の人数、国籍等、ネットワークのデータを管理す

る。なお、中央サービスの実務はＡＮＣＩが行う。 

 

（ロ）Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ＡＮＣＩ) 

イタリアにおける市の連合体。全国レベルの組織との関係において、地方自治

体及び関係団体の利益を確保し、地方分権を推進させる。地方自治体及び関係す

る地域全般に関わる諸問題を扱う。ＳＰＲＡＲの実務を行い、地方、地域、全国

で実施するプログラムの調整及び管理役を担う。 

 

（３）民間団体/ＮＧＯ 

（イ）Italian Council for Refugees (ＣＩＲ) 

1990 年ＵＮＨＣＲの財政支援を受けて成立した非営利組織。イタリアにおける

難民及び庇護申請者の権利の保障を推進する目的で設立された、難民に特化した

唯一の機関である。活動は難民及び申請者に対する法的・社会的支援、政策提

言、情報収集・広報活動等。難民基本法の制定及び第三国定住の実施に対し積極

的に取り組む。設立当初８名であったスタッフは現在約 80 名。ＥＵ、国、地方公

共団体及び銀行の基金等から財政支援を受ける16。 

 

 

 

                             
15 2005 年４月 21 日より前に提出された分については残留検討委員会が審査する。 
16 ＵＮＨＣＲからの財政支援は 1996 年に終了。 
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（ロ）Jesuit Refugee Service (ＪＲＳ) 

2006 年に成立 25 周年を迎えた。イタリアにおけるＪＲＳの活動は Centro 

Astalli Foundation という組織として運営される。ローマを中心に活動する他、

カターニャ及びパレルモにも事務所をもつ。 

ローマ到着後の 初の受入口としての役割が多く、シャワー、ベッド、食事、

法的・社会的支援、語学教育、医療サービス等、各種支援を行う。年間の支援対

象者は 8,000～10,000 人。また、赤十字との協定の下、収容施設への訪問を行う

他、移民及び庇護の権利に係る世論の関心を高めるため教育・啓発活動も行う。

活動資金は寄付金及び地方からの財政支援。 

 

（ハ）カリタス 

庇護申請者、難民、人道保護対象者に対する支援を行う。カリタスローマはイ

タリアの中央本部の役割を担い、全国の支部を統括する。カリタス 220 支部のう

ち 46 支部が難民問題を扱う。到着地である空港（ミラノ、ローマ）及び港（トラ

パニ、トリエステ）に窓口を設置している。身元確認センターを始め、イタリア

各地の受入施設において法的支援及び社会支援を行う。ＳＰＲＡＲネットワーク

の有するベッド数（2,500～3,000 床）のうち約 800 床をカリタスが管理する。資

金源は公的基金及び教会の寄付金。カリタスローマはオペレーター250 名及び約

1,000 名のボランティアからなる。 

 

（ニ）アムネスティ・インターナショナル 

イタリア全土に 200 のアムネスティグループが存在し、サポーターを含めて９

万人の会員をもつ。事務所のプロフェショナルスタッフは 30 名。主に女性の権

利、武器規制及び難民問題を扱っている。2004 年から人権に係る研究を開始し、

移民・難民政策について国際事務局との協同研究を行う。イタリアにおける法と

政策が基準を満たすものか等、モニタリングを実施する。難民に対する直接支援

は行っていないが、他のＮＧＯとネットワークを築き、支援体制は整っている。 

 

（ホ）国境なき医師団 

ランペドゥーサ島においては医師、看護師、文化的仲介者の４名が活動し、港

で緊急救助を行う。受入施設内における活動は許可されていない。なお、特別治

療を要する場合、診断書を作成し、受入センター内の医師と連絡し、状況の監督

をする。 

 

（４）国際機関 

（イ）国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ） 

イタリア事務所は 1953 年に開設。イタリアにおける庇護手続に関与し、また国

際保護、教育及び研修、難民及び庇護申請者に係る情報提供を行い、啓発活動、

寄付活動も実施する。また、難民認定審査を行う全国委員会及び地方委員会に代

表を送る。2006 年からランペドゥーサ島の受入センターに２名が常駐し、到着者

に対しブリーフィング等を行い、権利や申請について説明する。 
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（ロ）国際移住機関（ＩＯＭ） 

ランペドゥーサ島の受入センターに常駐。受入センターから他の施設に移動す

る際の輸送を管理する他、自主帰還等に係る情報提供及び支援を行う。 

 

（ハ）国際赤十字 

ランペドゥーサ島の受入センターに職員２名が常駐。到着者の健康管理及び人

権が保障されているかにつき監督する。また、暴力を受けた女性を中心に、メン

タルケア、身体的ケアを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ランペドゥーサ施設内の国際機関事務所 
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Ⅱ．難民受入制度 

１．概要 

イタリアでは難民受入制度としてＵＮＨＣＲの第三国定住プログラムを導入してお

らず、庇護申請手続に基づく受入れのみを行っている。 

新たなる法の施行、ＥＵの指令等により、イタリアの難民受入制度は大きく変化を

遂げ、そして未だ新たな制度への移行過程にある。以前は決定を下すまでに多くの時

間を有したことから、事例が古くなるため審査が困難となったり、庇護申請者は不安

定な立場に長く置かれる等、多くの弊害を生んでいた。現在は、審査機関の増設を主

な理由に審査期間の短縮化が実現され、状況の改善が見られるようになった。 

 

２．関連施設17 

（１）初期保護センター（Centri di Prima Accoglienza：ＣＰＡ） 

正規の書類を持たない不法入国者が入所し、庇護申請者と不法移民の振り分けが

行われる。滞在は数日で、センターは内務省が管理している。 

 

（２）身元確認センター（Centri di Identificazione：ＣＤＩ） 

収容が定められているのは、ａ）旅券、身元確認書類を所有しない、またはこれ

らの偽造書類を有する場合、ｂ）庇護申請理由を明確にする必要がある場合、ｃ）

入国許可手続の過程にある場合である。１ヵ月程の滞在が多く、当センターにおい

ては語学教育をはじめとする支援が実施されている。日中の外出は自由である。内

務省が管理する。 

 

（３）一時滞在センター（Centro di Permanenza Temporanea：ＣＰＴ） 

収容が定められているのは、ａ）入国管理から逃れようとした、または非正規滞

在の状態にある場合、ｂ）国外退去命令または庇護申請却下を受けた場合である。

国外退去命令を受けた後に庇護申請を行った者は当センターに収容される。滞在日

数は５日から 60 日程で、国外退去を前提としているため、被収容者への支援は行

われていない。 

 

３．庇護申請手続 

（１）二通りの手続 

庇護手続には、簡易手続と通常手続の二種類がある。身元確認センター（ＣＤＩ)､

一時滞在センター（ＣＰＴ）に収容されている庇護申請者は簡易手続、収容されて

いない申請者は通常手続が適用される。申請者のおよそ８割が簡易手続、２割が通

常手続である。 

 

（２）手続の具体的な流れ 

（イ）申請の提出 

庇護申請者は、国境の警察に庇護申請を提出する。警察は申請者本人による詳

                             
17 地方によってはいずれかのセンターが不在、複数のセンターが併設されていることもある。例えばロ

ーマにはＣＤＩが置かれていない。 
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細情報を記録し、領域管轄権を有する県警察本部（Questura)18へ通知する。 

なお、庇護申請者がイタリア領域に入った際、国境近辺に警察署が不在であれ

ば、県警察本部に申請を行う。 

 

（ロ）事前審査 

県警察本部は庇護申請受理後、申請者に係る申告書を作成する。これら書類一

式のコピーが申請者に対しても渡される。 

県警察本部は、庇護申請受理前に、ダブリン条約19やシェンゲン協定20に基づ

き、庇護申請を審査すべき国を決定する手続を開始する。 

また、県警察本部において、全国委員会により作成された冊子が庇護申請者に

配布される。ここには申請者の権利と義務、各種支援へのアクセス方法、ＵＮＨ

ＣＲや関係団体の連絡先等の情報が記載されている。 

付き添いのいない未成年者による申請の場合、少年裁判所への通知や指導員に

よる支援が規定されている。また、身元確認センター（ＣＤＩ）や一時滞在セン

ター（ＣＰＴ）に収容されることはない。 

 

（ハ）庇護申請者の収容 

正規書類を所持しない入国者が庇護申請をする場合、身元確認センター（ＣＤ

Ｉ）または一時滞在センター（ＣＰＴ）に滞在する。 

県警察本部は、センターに滞在する庇護申請者に対し、申請していることを証

明する身分証明書を発行する。また、申請者に対して、ＵＮＨＣＲとの接触が可

能であること、センターの規則等について知らせる。 

なおセンターに収容されない場合、３ヵ月間の在留資格が付与され、以後手続

に係る決定が出されるまで更新が可能である。 

 

（ニ）審査 

庇護申請が受理されると、２日以内に担当する地方委員会21に申請が通知され、

審査が実質的に開始される。地方委員会は審査する処理数に偏りが出ないように

配置されているが、件数に大きな差が出た場合には、全国委員会22が振り分けを

行い、調整を図る。 

地方委員会による書類審査とともに、面接が行われる（簡易手続の場合は 15

日以内、通常手続の場合は 30 日以内に実施）。面接は通常１～３時間を要し、長

いときには数日かけ、面接官が心証を得るまで行われる。面接には弁護士の同席

が許可される。面接内容の議事録が作成され、庇護申請者も入手可能である。申

請者の使用言語に応じて、必要であれば委員会が通訳を用意する。各地方委員会

は１日に７件ほどの面接を行っている。 

                             
18 103 都市すべての県庁所在地にある。http://www.poliziadistato.it/pds/chisiamo/questure/index.htm 
19 EU 加盟国の中で庇護申請の審査担当国を決定する共通基準を確立した条約。 

当条約の適用により、205 人(2006 年)がイタリアに送還され、その多くはスウェーデン、ドイツ、英
国からであった。逆に、イタリアからはギリシャへの送還が多くみられる。 

20 参加国間における人の自由な移動を許可するために、域外に対する国境管理の強化をめざした協定。 
21 地方委員会については 13 ページを参照。 
22 全国委員会については 12 ページを参照。 
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なお、ボッシ・フィーニ法施行（2004 年４月 21 日）前の旧制度下で提出され

た庇護申請については、全国委員会の残留検討委員会が審査を行う。2006 年には

5,242 件が全国委員会により審査された。これらの申請全体の半数以上が、７ヵ

国（パキスタン、エリトリア、リベリア、イラク、ソマリア、スーダン、ナイジ

ェリア）からの出身者で占められている。 

 

（ホ）結果 

面接の後３日以内に決定が出される。決定結果は面接の約 10 日から 15 日後、

警察を通じて申請者本人に伝えられる。 

地方委員会は、以下の３種類の決定を下す。 

(a)難民条約上の難民の地位を与える（難民認定）。 

(b)難民認定はしないが、ノン・ルフールマン原則23に基づき人道的保護24を与

える。 

(c)申請を却下する（難民不認定）。 

 

難民の地位を付与する場合には庇護申請者個人の背景情報を重視するのに対し、

人道的保護は一般的な出身国情報を重視して与えられる。 

不認定の場合は、却下理由が書面にて通知される。却下理由の記述が薄い場

合、その後の裁判で不利になるため、詳細が記される。結果の通達にあたり、再

審理や在留許可に関する情報も提供される。 

 

【表３ 地方委員会による決定（2006 年）】 

（出典：Data of National Commission for asylum rights processed by Censis） 

 

                             
23 強制送還により深刻な人権侵害を受ける危険がある庇護希望者は送還されるべきではないとする原則。 
24 人道的保護は不認定の一つに分類されている。ＥＵ指令による補完的保護の導入要請があるが、実務

上は人道的保護と重なる可能性が高く、どのような形式になるかは審議中である。いずれにしろ内容と
しては現在の人道的保護に当たるものが難民認定の地位に近づくことが予想される。 

不認定
39.8%

人道的保護

46.8%

保留
0.7%

不明
2.8%認定

9.5%
その他
0.4%
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【表４ 地方委員会による決定（2006 年）】 

 件数 ％ 

認定 878 9.5 

不認定 3,681 39.8 

人道的保護 4,338 46.8 

不明 262 2.8 

保留 64 0.7 

その他 37 0.4 

合計 9,260 100.0 

（出典：Data of National Commission for asylum rights processed by Censis） 

 

【表５ 全国委員会による決定（2006 年）】 

 件数 ％ 

認定 159 3.0 

不認定 996 19.0 

人道的保護 983 18.8 

不明 3,012 57.5 

保留 6 0.1 

その他 86 1.6 

合計 5,242 100.0 

（出典：Data of asylum rights National Commission processed by Censis） 

 

（ヘ）認定後の流れ 

難民認定により２年、人道的保護により１年の滞在許可が与えられる。ただ

し、状況に応じて全国委員会の決定25により、難民認定、人道的保護ともに取り

下げが行われる。 

 

（ト）不認定後の流れ 

簡易手続において難民不認定となった場合は、５日以内に地方委員会による再

審理を申請することができる。 終決定は 10 日以内に下される。ただし、再審理

は不認定を下した委員会とほぼ同じメンバー26が行うため、覆すのは難しいとの

指摘がある。 

結果に対する異議申立ては、裁判所において行うことができる。なお、異議申

立ての過程にあっても退去強制手続は進行し、送還が執行されることを妨げない27｡ 

 

（３）審査期間 

通常手続の場合、法律上の審査期間は 35 日間であるが、実務上はさらに日数を要

することが多い。簡易手続の場合は、再審理の期間を含め、規定上の審査期間は 30

                             
25 決定に当たっては、対象者を召喚して全国委員会による面接が行われる。 
26 審査を行った地方委員会のメンバーに、全国委員会から 1 名が加わる。 
27 ＥＵ指令では手続中に退去強制を行わないことを要求している。 



－20－ 

日間である。 

近年、審査に要する時間に大幅な減少がみられ、2006 年には総申請件数のおよそ

90％に当たる 9,260 件が地方委員会により処理された。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ローマにおける警察本部 

 

４．統計 

【表６ 受理された庇護申請：出身国別（2006 年）】 

出身国 申請件数 

(人数) 

全体に占める割合

(％) 

エリトリア 2,151 20.8 

ナイジェリア 830 8.0 

トーゴ 584 5.6 

ガーナ 530 5.1 

コートジボワール 508 4.9 

エチオピア 453 4.4 

スーダン 308 3.0 

上位 7カ国の合計 5,364 51.8 

その他の国々 4,984 48.2 

合計 10,348 100.0 

（出典：Data of National Commission for asylum rights processed by Censis） 
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【表７ 受理された庇護申請：地方委員会別（2006 年）】 

（出典：Data of National Commission for asylum rights processed by Censis） 

 

【表８ イタリアにおける庇護申請数：年度別】 

年 申請件数 

2006 10,348 

2005 9,350 

2004 9,720 

2003 13,460 

2002 16,020 

2001 9,620 

（出典：ＵＮＨＣＲ“Asylum levels and trends in industrialized countries, 2006”） 

 

【表９ 庇護申請者の主な出身国（1990－2006 年）】 

年 出身国 

申請件数 

1990-2000 アルバニア 

21,300 

旧ユーゴ 

12,197 

イラク 

12,132 

ルーマニア 

6,114 

トルコ 

4,250 

2001 イラク 

1,985 

トルコ 

1,690 

旧ユーゴ 

1,526 

スリランカ 

555 

ルーマニア

501 

2002 イラク 

1,944 

リベリア 

1,660 

スリランカ 

1,526 

旧ユーゴ 

1,418 

パキスタン 

1,256 

2003 ソマリア 

1,743 

リベリア 

1,550 

ｾﾙﾋﾞｱ・ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ 

1,510 

エリトリア 

1,230 

パキスタン 

787 

2004 ｾﾙﾋﾞｱ･ﾓﾝﾃﾈｸﾞﾛ 

1,989 

ﾙｰﾏﾆｱ 

1,161 

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 

930 

エリトリア 

831 

スーダン 

486 

2005 エリトリア 

1,153 

ｴﾁｵﾋﾟｱ 

458 

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ 

440 

トーゴ 

327 

パキスタン 

252 

2006 エリトリア 

2,151 

ﾅｲｼﾞｪﾘｱ 

830 

トーゴ 

584 

ガーナ 

530 

ｺｰﾄｼﾞﾎﾞﾜｰﾙ 

508 

（出典：Censis processing of National Commission data） 

ローマ

9.8%

クロトーネ

19.8%

トラパニ

8.3%シラクサ
9.8%

フォッジョ
29.5%

ミラノ
18.1%

ゴリッツィア

4.7%
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Ⅲ．庇護申請者に対する支援 

１．概要 

庇護申請者全員を対象とした受入施設はなく、申請手続により施設に収容されるか

否かが分かれる。簡易手続を踏む申請者は身元確認センター（ＣＤＩ）に収容され、

同センターにおいて、委託された支援団体による法的支援、社会支援、語学教育等が

提供される。クロトーネにおけるＣＤＩを例に挙げると、住居は元軍用の飛行場滑走

路にコンテナが設置されている。コンテナの利用は収容人数により加算することがで

きるので利便性を持つ。 

通常手続を踏む庇護申請者に特化した支援はない。ＳＰＲＡＲネットワーク、ＮＧ

Ｏや宗教団体等は申請者、難民認定者及び人道保護対象者を区別せずにサービスを提

供しており、各人は必要に応じた支援を受けることができる。また社会連帯省は、合

法滞在する外国人に対する基金を設立しており、住居、語学・文化・教育講座、弱者

女性のためのセンターの設置、未成年者が通学するための支援等を実施している。 

 

２．支援内容28 

（１）住居 

庇護申請者に特化された支援はなく、ＳＰＲＡＲネットワーク、ＮＧＯ等が住居

を提供し、住居を探す支援を行っている。また、社会連帯省は合法滞在外国人一般

を対象とした支援を行う。なお、緊急で住居が必要な場合は、申請手続の種類に関

わらず、収容施設であるＣＤＩ、ＣＰＡに入居することもある。 

 

（２）就労 

庇護申請をしてから６ヵ月を経過し、一定条件を満たす申請者は就労することが

許可される。ＳＰＲＡＲネットワーク、ＮＧＯ等が就労支援及び職業訓練を実施す

るほか、合法滞在の外国人一般に対し、労働省が管轄し支援している。 

 

（３）言語教育 

ＣＰＡ、ＣＤＩの施設においてイタリア語学習が実施される。また、公的機関、

ＮＧＯ団体等が実施する語学教室に庇護申請者は参加することができる。義務教育

年齢の子供は教育を受ける権利を有する。 

 

（４）医療・メンタルケア 

庇護申請者は基本的な公的医療サービスを受けることができる。また、ＮＧＯ団

体等はボランティア医師を配置して診断を行っている。ＣＤＩ、ＣＰＡの施設内に

は、入所者の心理状態に配慮して多くの絵画が掲示されており、心理療法によるメ

ンタルケアが行われる。 

 

（５）法的支援 

カリタス、ＣＩＲ等ＮＧＯ団体は、空港や港に窓口を設置し、法的支援を実施し

                             
28条約難民等と同様の支援の詳細については「Ⅳ．条約難民等に対する支援」を参照。 
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ている29。また、庇護申請手続や各種行政手続の支援も行う。相談を受け付けるた

め、カリタスローマでは全国に配置される弁護士約 30 名のコーディネートをする。

ＪＲＳにおいては、各種サービスを受けるにあたり、クルド語、アラビア語、エリ

トリア語、アフガン語等、通訳が設置される。通訳は元難民やボランティアによる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＣＩＲ全景 

                             
29 ローマ空港ではＣＩＲが、ミラノ空港ではカリタスとＣＩＲが、トラバニとトリエステにおいてはカ

リタスが窓口を開いている。また、ランペドゥーサではＵＮＨＣＲ、ＩＯＭ、赤十字が、クロトーネに
あるＣＰＡ(初期保護センター)、ＣＤＩ（身元確認センター）ではカリタスが窓口を設置し、支援を行
っている。 
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Ⅳ．条約難民等に対する定住支援 

１．概要 

条約難民に特化した支援はなく、庇護申請者、人道的保護対象者を対象としたＳＰ

ＲＡＲプログラムによる支援を受けることができるほか、ＮＧＯ等民間団体が実施す

るイタリア語、医療、住居、就労、生活ガイダンス等、生活に必要な支援を受けるこ

とができる。また、イタリアにおける外国人一般を対象とした社会連帯省の支援の対

象者である。 

イタリアの教育機関によっては、ＮＧＯとの協力体制により、授業の一環として難

民への理解を深めるためのプログラムを実施する。難民との対話を通して難民たちの

文化的背景や状況を知り、理解を深める努力がなされている。 

ＳＰＲＡＲにおける支援の期間は原則 長１年であり、その期間内に自立すること

が目標とされる。なお、自立が困難な場合、支援の延長が認められることがある。2006

年には 2,835 人が退所したが、１年以内に退所した者は約 70％であった。 

 

【表 10 ＳＰＲＡＲが提供した支援の種類別件数と割合 2006 年度】 

人道的保護 

対象者 
庇護申請者 条約難民 合計 

サービス 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 

医療 2,848 17.4 1,847 17.4 914 18.3 5,609 17.6 

福祉 3,792 23.2 2,732 25.8 1,135 22.7 7,659 23.9 

多文化活動 1,162 7.1 861 8.1 373 7.5 2,396 7.5 

学校教育 383 2.3 305 2.9 177 3.5 865 2.7 

語学・文化的仲介 3,531 21.5 1,680 15.8 945 18.9 6,156 19.2 

法的支援・ガイダンス 1,556 9.5 1,546 14.6 521 10.4 3,623 11.3 

住居支援 985 6.0 493 4.7 346 6.9 1,824 5.7 

就労支援 1,856 11.3 961 9.1 530 10.6 3,347 10.5 

各種トレーニング 277 1.7 173 1.6 59 1.2 509 1.6 

合計 16,390 100.0 10,598 

 

100.0 

 

5,000 100.0 31,988 100.0 

（出典：Central Service data processed by Censis） 
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２．支援内容 

（１）住居 

難民認定者を対象とした特別な居住施設はないが、ＳＰＲＡＲにおけるネットワ

ークによる支援を受けることができる。ＳＰＲＡＲの実施する 105 のプロジェクト

は総ベッド数 2,500 から 3,000 を提供する。また、教会、ＮＧＯ団体が独自に住居

を提供している。社会連帯省は合法滞在する外国人を対象としたプロジェクトの一

つに、家主と外国人のマッチングを実施する他、修復するための家屋を探してきた

者の申請を受け、修復費用を支援している。なお、条約難民に限り、公団アパート

に入居する権利をもつ。 

ＪＲＳは自立支援のためのセンターを約 10 ヵ所有する。滞在期間は原則６ヵ月で

あり、この間自立するための計画の策定と支援がなされる。なお、状況に応じて延

長が認められる。ローマにおいては、男性（定員 35 人）、女性・子供（定員 33 人）、

家族（定員 100 人）のための施設がある。緊急の場合、特別に収容人員は増やされ

る。男性用施設は 10 時頃から 18 時まで閉門するため、入居者は昼間外で過ごす。

女性・子供は必要性が異なるので一日中出入りすることができる。両施設とも、門

限は 23 時である。居住施設は、男性用が８人部屋、女性用は２人部屋、世帯用はバ

ス・トイレ付である。安全上自炊は禁止されており、基本的に３食提供される。イ

スラム教徒へ配慮してメニューに豚肉は含まれない。なお、ＪＲＳは、難民等の身

分に関係なく、必要な人に対して昼食を提供している。食堂には１日 400～450 人集

まる。土日は休みで食事なしだが、冬は日曜日に食事の提供をすることもある。 

カリタスは、ＳＰＲＡＲプロジェクトの総ベッド数 2,500～3,000 のうち 800 ベッ

ドを所有する。また、住居を探すためのネットワークを構築している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カリタスローマ外観 
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（２）言語教育 

ＳＰＲＡＲプログラムによる語学教育が実施される。また、教会、ＮＧＯ等によ

る支援を受けられる。 

ＪＲＳはローマ市内にイタリア語のセンターを設けている。大学生等のボランテ

ィアにより月曜日から金曜日の午後に授業が実施され、約 100 人が通学する。通学

のために定期券が支給される。就学年齢の子供はイタリア語を学校で学ぶため、教

室は主に大人が対象である。なお、就学児に対しては、国立学校の手続支援、放課

後の勉強手伝い、先生との対話等の支援をしている。 

カリタスローマでは大人向けに３ヵ月集中のイタリア語学習を実施している。な

お、滞在期間は６ヵ月なので、早く自立できるよう、職探しが優先される。 

社会連帯省は１講座 20 人程のイタリア語講座を実施しており、またＲＡＩ国営放

送と契約してテレビ講座も実施する予定である。 

 

（３）財政 

基本的に政府による経済支援は行っていない。なお、生活手段がない場合、生活

支援としてＳＰＲＡＲの支援のプロジェクトによっては月 30～50 ユーロ（約 5,000

～8,000 円）程を提供している。ＮＧＯや教会団体の多くは、金銭の支給の代わり

に衣食住の現物提供を行う。 

 

（４）就労 

難民が就く職種は溶接・大工・建設・清掃業などが多い。ＮＧＯや教会団体等が

就労支援を実施する。ＪＲＳにおける職業訓練は、専門家が報酬を受けて実施して

おり、自立できるように支援する。ＪＲＳの職業訓練は調査時第２期目であった。

第１期目は 25 人が講座を受け、10 人が専門を活かした仕事に就き、そのうち２人

が受入センターにおけるオペレーターの職に就いている。 

就職に係る大きな問題は、労働市場が乏しいローマにおいて皆が就労を希望する

点である。カリタスにおいては施設の滞在期間は１年なので、男性の場合は仕事を

探すための支援に力を入れている。肉体労働、農業等、様々な労働力、求人がカリ

タスに寄せられるので、マッチングを行う。 

 

（５）医療・メンタルケア 

条約難民の場合、医療は基本的に無料であり、またイタリア国民と同等の医療サ

ービスを受けることができる。薬の処方については、難民に限り無料である。 

ＪＲＳローマセンター内には医務室があり、月から金までボランティア医師によ

る医療診断を行っている。なお、救急対処のみであり、薬の処方、手当以外は行わ

ない。また、医務施設ＡＳＬ（全国医療サービス（公共））病院の一室を借りて拷問

を受けたなどの証明書を出している。また、ＪＲＳにおいては、支援対象者及び支

援者に対するメンタルヘルスケアの一環として、スーパービジョンや支援に携わる

オペレーターのためのストレスケアを実施する。 
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３．条約難民と人道的保護者の相違点 

難民認定者及び人道的保護者の受けられる支援、社会保障にはいくつか相違点があ

る。難民認定者のみを対象とした保障として主に次のものがあげられる。①イタリア

市民と同じ扱いで公務員になれる、②旅券の取得が可能、③国籍取得のために必要な

滞在期間が一般の人は 10 年以上であるが、認定者は５年以上である、④医療に関し、

出産手当を受けることができる他、薬の処方も無料となる、⑤自国における学歴の認

可手続が可能である、⑥全国での選挙権はないが地方によっては地方選挙権がある、

⑦滞在許可は２年（人道保護者は１年）であり、条件なしに家族の呼寄せが可能であ

る30。 

 

 

                             
30 なお、ＥＵ指令では滞在許可を５年（人道的保護者は３年）としている。家族呼寄せは基本的に配偶

者及び未成年の子供。 

カリタスローマ 事務所 カリタスローマ内 相談室 
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Ⅴ．ランペドゥーサ島における支援 

地中海のペラージェ諸島にあるランペドゥーサ島は、長さ９km、幅 1.5km 程の小島で

あるが、シチリアから 205km、チュニジアの海岸から 113km に位置しているため、リビ

アから船で不法入国者が多く押し寄せるという特徴を持つ。 

この島には、船でたどり着き身元や立場が分からない人のための施設であるＣＳＰＡ

（Centro di Soccorso e di Prima Accoglienza: 救助及び初期保護センター）が置かれ

ている。 

1998 年、この施設の前身であるＣＰＴ（一時滞在センター）が作られたが 2006 年に

今のＣＳＰＡが新しく建て直された。このセンターでは内務省が伊ＵＮＨＣＲ、赤十

字、ＩＯＭと共同でプロジェクトを開始し、欧州委員会が財政支援を行っている。 

島に到着した入国者は当センターで通常２日から５日間程の滞在中に調査を受けた後、

他のセンター31に移送される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

センター入口            センター入口付近 

 

１．センターにおける調査手順 

船が港に到着したという情報がＵＮＨＣＲに届くと、職員は港まで赴き到着者に簡

単な質問をし、「国境なき医師団（ＭＳＦ）」は簡単な健康診断を行い、必要に応じて

その後の診断のための注意書きをする。ＭＳＦは通常４名体制（医師１名、看護師２

名、文化的仲介者１名）で活動を行う。 

センターに到着すると以下の手順で手続が行われる。 

①ベンチで待機し医師による簡単な診断が行われる。 

②危険物所持検査のためのボディチェックが、救助した警察により行われる。 

③再度ベンチで待機。疥癬などの伝染病は隔離施設で手当てされる。身分供述・セ

ンター内収容のための写真撮影が行なわれる。 

④警察棟の中で再度写真撮影がなされ、これは正式写真となる。また指紋採取が行

われ、欧州のデータベースと付き合わせ入国歴の確認がなされる。過去に退去命

令が下されたことがある場合、また、犯罪歴の有無により逮捕される場合がある。

警察棟においては各人の生年月日・出身国・職業・学歴・目的・病気の有無など 

                             
31 他のセンターの空き状況や、天候、交通によっては、もう少し長く滞在する人もいる。センターはト

ラパニ、カルタニセッタ、シラクサ、クロトーネ（巨大センター）、ゴリッツィア（オーストリア国境:
飛行機による移送）等に置かれている。 
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を記したデータベースが作成され、

また１日における入国者人数、出身

国、船の数、センターを出た後の行

き先等が一目で分かるようになって

いる。 

次に居住場所（男性棟・女性・子

供棟）に移り、１日３食と必要キッ

ト32の配給がなされる。その時、彼

らにはＵＮＨＣＲのパンフレットや

到着日の船の番号が書かれた紙が配

布される。またカラビニエリ33によ

る監視体制が取られ、内外・逃亡者・

侵入を防ぎ、外との境界を守るため

網の所に赤外線が張り巡らされ、監

視用のＴＶカメラが設置されている。

食堂ではどの宗教にも対応できるよ

うに食材の配慮がなされている。 

【センター内見取り図】 

 

２．センター内における各組織 

センター内にＵＮＨＣＲ、赤十字、ＩＯＭが正式に事務所を構え、それぞれ職員２

名が配置されている。センターの運営は民間団体に委託され、その経費は内務省が負

担する。このセンターでは基本的に身元の確認を行い、弱者といわれる「付き添いの

ない未成年者34」、「暴力行為の対象者である女性」、「拷問を受けた人」、「疲労困憊者」

などの確認も行う一方、データベースを取ることで情報提供の機能を担っている。 

 

（１）ＵＮＨＣＲ：入国者の調査手続きにおいてＵＮＨＣＲは Pre-identification 後、

関与する。庇護申請に関するブリーフィングを実施し、権利や庇護申請について伝

える。文盲の人に対しては面接時に口頭で対応する。 

 

（２）赤十字：健康管理のみで治療は行わず、センターにおける透明性・開放性・人権

の保護の視点から人道的権利（女性・未成年者の権利の受給）が守られているかど

うかを監視する。女性、子供は必要があれば治療のために島内にある外の病院へ連

れて行くこともある。 大の問題は医療だけでなく、女性が性的暴力を受けた経験

があり、身体のみならずメンタルケアを必要とすることである。赤十字は女性職員

を配置し相談を受ける他、産婦人科医、精神科医、心理学者の支援の要請も行う。 

 

                             
32 キットとして品物配給には５ユーロ(約 800 円)分のテレフォンカード（10 日以上になると一枚追加）、

トレーニングウエア（１着/10 日）、煙草（10 本/日）、必要に応じてタオル・靴下・生理用品・歯ブラ
シ・菓子・離乳食・シャツ・靴・ブラジャー・ジュース・ミネラルウォーター等がある。 

33 施設スタッフは通常３交替で朝と日中は管理団体より 12 名、夜はカラビニエリ 8 名、管理人 4 名が駐
在する。夏は人数を増やす。なお、カラビニエリとはイタリアにおける国家憲兵をいう。 

34 2006 年には 800 人到着。 
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（３）診療棟：５～10 月は人数が増えるため、医師２名、看護師２名を配置し、24 時間

体制をとる。それ以外は各１名体制（訪問時は麻酔医１名）である。委託された団

体が医療業務を行う。なお入院も可能であり、レントゲン設備も備えている。医務

室は男女用として２部屋置き、必要 低限の医薬品やＡＥＤを完備し、呼吸困難な

どの応急措置にも対応、救急車の中と同等の設備体制を取っている。重篤の場合は、

外部の医療機関に連れて行き、また移送先でも同じ医療を受けられるよう、診断書

を書くこともある。 

 

（４）入管担当及び警察：調査、手続きをする上で入管職員 10-13 名、警察部隊（司法

警察・科学警察）10-12 名を配置する。作成した書類を基に内務省が入国の可否に

つき決定し、同センターからの移動先を振り分ける。センターにおける入管職員

（Immigration Service）はここでの入所者のイタリア入国後の移動を監視する役割

を持つ。 

 

（５）文化的仲介者の配置：このセンターでの特徴は「文化的仲介者」と呼ばれる職員

を管理棟に配置していることである。入国者の文化に精通した職員が話し相手にな

り、入所者の語りを通して心理学的側面から精神的負担の軽減を図る。２名の職員

を８時 30 分から 20 時 30 分まで常駐させ、通訳１名を介してフランス語・アラビア

語・英語で対応する。 

 

３．センターの実態 

ランペドゥーサにはそのほとんどがリビア経由で入国する。リビアから要したこれ

までの 短日数は１日半から２日、 長日数は 19 日であった。2005 年には長さ 20m

の一隻の船に 475 人が乗っていて救助されたこともあった。実際、自力で到着する船

は数少なく、大方は救助される。1994 年海上救助の国際法がハンブルグ条約で決定さ

れ、国境から 12 海里の海域で海上警察（Coast Guards Headquarters）による人命救

助が行われている。島にはまた、主として密輸及び経済犯罪を取り締まる財務警察

（Tax and Customs Police）が存在するが、捜査と人命救助にもあたる。 

 

到着した船が積まれる、「船の墓場」 


