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調査概要 
 

Ⅰ．調査の背景と目的 

我が国においては、近年難民認定申請が増加するなか、平成１４年５月に在瀋陽総

領事館事件が発生し、国内における難民・難民認定申請者の取扱いについて、一般か

ら大きな関心が寄せられることとなった。特に、難民認定申請者については、法的地

位の不安定や、経済困難による居所確保の困難などの状況が認められており、政府に

よる支援策定を求める気運の高まりも認められている。 

以上の状況を受け、今後の難民認定申請者に対する支援体制の在り方にかかる検討

に資することを目的に、欧州諸国における難民認定（庇護）申請者への生活支援につ

いて、難民認定（庇護）申請者の受入施設の視察、調査国政府及びＮＧＯ等の難民認

定（庇護）申請者支援団体との意見交換を中心とした調査を実施した。 

 

Ⅱ．調査の実施概要 

(1)  調査実施期間 

    平成１５年１月２６日（日）～２月７日（金）（１３日間） 

 

(2)  調査対象国 

  フランス共和国、ベルギー王国、英国（グレートブリテン及び北部アイルラン

ド連合王国）及びドイツ連邦共和国 

 

(3)  調査員 

(ｲ) 外務省 国際社会協力部 人道支援室 外務事務官            山本   格 

(ﾛ) アジア福祉教育財団 難民事業本部 企画調整課職員       大原   晋 

(ﾊ) 専門調査員（社団法人日本福音ルーテル社団 主事）        森川 博己 

(ﾆ) 専門調査員（社会福祉法人日本国際社会事業団 ソーシャルワーカー）大場 亜衣 

  (ﾎ) 専門調査員（特定非営利活動法人 難民支援協会 事務局長）     筒井 志保 

     上記の他、特定非営利活動法人 難民支援協会 調査員 黒木 彩子が自費参加

した。 

 

(4)  調査方法 

      調査国の政府機関、ＮＧＯ等の事務所、施設を訪問し、関係者からの聴取及び
施設視察調査を行った。 
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Ⅲ．訪問先及び面談者 
 

フランス 
 

１月２７日（月）①  社会労働連帯省（Ministere de l'Emploi et de la Solidarite）訪問 

面談者：Lefeuvre国際関係課長他１名 

２８日（火）①  ＦＴＤＡ（France Terre d'Asile）訪問、情報センター視察（ＮＧ

Ｏ） 

面談者：Henry会長他１名 

②  ＣＡＦＤＡ(Coordination pour l'Acceil des Familles Demandeurs)訪問

（ＮＧＯ） 

面談者：所長他２名 

          ③  クレテイユセンター（Centre de Creteil）視察（難民認定（庇護）申

請者受入施設） 

面談者：Middelbos所長他１名 

２９日（水）①  ＳＳＡＥ（Service Social d'Aide aux Emigrants）訪問（ＮＧＯ） 

面談者：Vermauwtソーシャルワーカー他２名 

 ②  日本大使館表敬訪問（南参事官、畔川専門調査員） 

 

 

ベルギー 

 

１月３０日（木）①  連邦庇護管理事務所（Agence Federale pour d’Accueil des Demandeurs d’

Asile）訪問、事務所内見学 

面談者：Roosemont参事官・第６課長他３名 

②  ＯＣＩＶ、ＣＩＲＥ訪問（ＮＧＯ） 

面談者：Demesmaeker ＯＣＩＶ事務局長及びMawet ＣＩＲＥ事

務局長他１名） 

③  プチ・シャトー（Petit Chateau）視察（難民認定（庇護）申請者受入

施設）    

面談者：Kerff所長                  

３１日（金）①  日本大使館表敬訪問（佐藤大使、大槻書記官） 

 

 

英 国 

 

２月  ３日（月）①  レフュジー・アライバル・プロジェクト（Refugee Arrival Project

訪問、事務所内見学（ＮＧＯ） 

面談者：Little事務局長他３名 
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② スローンクリフ（Thorn Cliffe）ホテル視察（難民認定（庇護）申請者

受入施設） 

           面談者：担当者２名 

③  チェルシー・メソジスト教会訪問、施設視察（ホームレス（難民認

定（庇護）申請者を含む）受入施設） 

                       面談者：Davis司教他１名  

④  日本大使館表敬訪問（竹内公使、渡辺書記官） 

     ４日（火）①  ブリティッシュ・レフュジー・カウンシル（British Refugee Counc

il）訪問、事務所見学（ＮＧＯ） 

             面談者：Lally代表他１名）  

 

 

ドイツ 

 

２月 ５日（水）①  日本大使館表敬訪問（宍倉書記官） 

                ②  連邦移民・難民庁（Bundesamt fur die Anerkennung Auslandischer Flucht

linge）及びベルリン州保健社会省（Landes fur Gesundheit und Soziales 

Zentrale Aufnahmeeinrichtung des Landes Berlin fur Asylbe Werber）訪問、 

事務所見学 

面談者：Meier 連邦移民・難民庁難民認定課長 

Poggelベルリン州保健社会省難民登録課長     

６日（木）①  アウフナッハミーティンリヒトゥング（Aufnahmeetinrichtung）視

察（難民認定（庇護）申請者受入施設） 

面談者：Gia所長 

ベルリン州保健社会省担当官 

②  ドイツ赤十字社ゲメインシャフトスンタークンフト（Gemeinschafts

unterkunft）視察（難民認定（庇護）申請者女性専用受入施設） 

面談者：Baslar所長他２名 

 

 

 

 

 

 

 

 



欧州諸国における難民認定申請者受入施設等調査

Ⅰ．難民認定手続
フランス ベルギー イギリス ドイツ

（イ） 申請者数 別紙統計

(ロ）主な出身国・地域

（ハ）所管官庁 第１次審査　フランス・無国籍者保護事務所（ＯＰＦＲＡ）

異議審査　　難民不服審査委員会

（ニ）認定手続概要 別紙フローチャート参照

（ホ）申請～認定までの 地方警察による形式審査　１２か月
平均日数 ＯＰＦＲＡによる実質審査　 １８か月

Ⅱ．難民認定申請者受入施設
１．概要
（イ）施設数 ＣＡＤＡ－全国に140か所、10.350ベッド
（施設形態、地域別、運用別、 緊急受入施設（ＣＡＤＡに入所待ちの申請
入所者の出身地域別） 者用）

（ロ）規模
（地域別、運用別、入所者
の出身地域別）

（ハ）配置
（地域別、運用別、入所者
の出身地域別）



（二）施設設置の法的根拠 社会労働連帯省が出した通達

（ロ）主管官庁 社会労働連帯省

（へ）強制入所の有無
（ⅰ）有の場合の法的根拠 なし

居住地を政府に報告する義務有り

（ⅱ）入所者の在留資格 警察での申請受理時に１か月の在留資格
ＯＰＦＲＡ申請受理時に３か月の在留資格
以後、審査結果が出るまで３か月更新の
在留資格

（ⅲ）無の場合、希望者全員
　　　の入所の可否

（ⅳ）入所の具体的プロセス ＣＡＤＡへの入所申請
　　　　　　↓
National Commission による決定
　　　　　　↓
ＦＴＤＡによる入所するＣＡＤＡの振り分け
　　　　　　↓
　　　　　入所

（ト）入所しない申請者への対応 警察での申請受理時に１か月の在留資格
（ⅰ）在留許可 ＯＰＦＲＡ申請受理時に３か月の在留資格

以後、審査結果が出るまで３か月更新の
在留資格

（ⅱ）申請者居住地の指定 あり

（ⅲ）就労許可
①無の場合、生活費支給の有無 無し
　　と支給額 入所者ー原則として現物支給

入所しない者－ＮＧＯや地方公共団体に
　　　　　　　　　　よる財政支援

（ⅳ）その他公的サービスの有無

２．運営
（イ）施設の運営主体

（ロ）入所者の概要



（ⅰ）入所者数

（ⅱ）出身地域

（ⅲ）月平均の新規入所者数

（ⅳ）入所者の平均滞在日数

（ハ）予算措置
（ⅰ）年間予算額 １億５千万ユーロ

（６千万ユーロは緊急受入施設用）
（ⅱ）運営にかかる実質経費

（ⅲ）実質経費の具体的内容
　　　　（維持費、人件費等）

（ⅳ）国・地方等からの支給額 社会労働連帯省が出先機関である各州
の管理社会問題省（ＤＤＡＳＳ）に予算を
割り振り、ＤＤＡＳＳがＣＡＤＡを運営する
ＮＧＯに予算を割り振る。
予算の見直しは１年更新

（二）職員
（ⅰ）職員数 約１０００人
（公務員、ＮＧＯ職員、
ボランティア等の内訳）

（ⅱ）職員の雇用形態

（ⅲ）職務内容

（ⅳ）職員常住の有無
①有の場合、常駐時間



②有の場合、人数

（ⅴ）緊急時の体制

（ホ）処遇
（ⅰ）入所前の健康診断、
医療・健康管理状況、メンタル・
ケア実施の有無

（ⅱ）就労許可

（ⅲ）語学教育

（ⅳ）児童への教育

（ⅴ）生活資金等

（ⅵ）職業訓練

（ⅶ）法的扶助

（ⅷ）入所者の日常生活の過ご
　　　方、これについての管理
　　　者の責



（ⅸ）入所者への言語への対応
　　　　(通訳の配置）

（ⅹ）退所の具体的プロセス
　　(途中退所、退所後のフォロー
　　　アップ）

（ヘ）その他
（ⅰ）各種サービス提供にあた
っての関係省庁間・機関間・
ＮＧＯ間の協力体制

（ⅱ）周辺住民との関係、問題
　　　点

（ⅲ）現在及び今後の問題



調査国における難民認定（庇護）申請者処遇比較表

Ⅰ．難民認定(庇護）手続 フランス ベルギー 英国 ドイツ
１．行政審査
 （１）形式審査(事前審査） 　　　　　　　　　　　地方警察 内務省外国人事務所 内務省移民・国籍局（ＩＮＤ） な　　し
 （２）実質審査（個別審査）
　 （イ）第一次審査 難民・無国籍者保護事務所（ＯＦＰＲＡ） 難民・無国籍者弁務官（ＣＧＲＳ） 内務省移民・国籍局 連邦移民・難民庁（ＢＡＦＩ）
　 （ロ）異議審査 難民異義申立委員会（ＣＲＲ） 難民異義申立常設委員会（ＰＣＡ） 移民上訴機関（ＩＡＡ） な　　し
２．司法審査 最高裁判所 国家参事院 控訴院、貴族院 行政裁判所、憲法裁判所

Ⅱ．申請者の取扱い等 フランス ベルギー 英国 ドイツ
１．施設への入所義務 　　　　　　　　　　　な　　し 　　　　　　　　　　な　　し 　　　　　　　　　　な　　し 　　　　　　　　　　あ　　り

（居所を連邦庇護管理事務所（FEDASIL) （居所を内務省に報告する義務はあり） （申請表明時６ヵ月以上の在留資格を有
　に報告する義務はあり） 　する者を除く）

２．在留許可
　　→付与期間 ・一時滞在許可① 一時滞在許可 一時滞在許可 滞在許諾

  →地方警察における申請受理後１ヵ月 →申請受理後１ヵ月。以後、１ヵ月更新で、→申請受理後、審査結果が出るまで  →申請表明後、審査結果が出るまで
　　 間 　 審査結果が出るまで 　　　　　　　
・一時滞在許可②
　→ＯＦＰＲＡにおける申請受理後３ヵ月
　　 間。以後、３ヵ月更新で、審査結果
　　 が出るまで

３．就労許可 　　　　　　　　　　　な　　し ・形式審査中　　　な　し 　　　　　　　　　　な　　し ・施設に入所義務を有する者　　な　し
・実質審査中　　　あ　り ・施設に入所義務を有さない者　あ　り
（ただし、雇用主を通して一時労働許可を
　取得する必要あり）

４．生活費の支給
（１）施設に入所中の申請者　＊注１ ・最低限の生活必需品を現物支給 ・最低限の生活必需品を現物支給 ・短期滞在施設入所者にはなし。ただし、 ・最低限の生活必需品を現物支給

・生活費は給食・自炊の選択、家族構成 ・家族が自炊する場合、食材購入費を金  施設によっては自炊の必要があり、その ・生活必需品はチップカードによる支給の
 により異なる（91.50ユーロ～）   券で支給  際は１人１日５ポンドを食費として支給  場合もある

・分散受入施設入居者には、年齢、家族 ・14歳以下の者に対して１人１月20.45ユ
　構成により異なるが週29.89～59.26ポ   ーロ、14歳以上の者に対しては１人１月
　ンド支給。また、６ヵ月ごとに年齢を問わ   40.90ユーロを現金支給
　ず１人50ポンド支給 ・疫病、出産の際に特別給付金を支給

（２）施設に入所していない申請者 ・ＳＳＡＥ（ＮＧＯ）による支給（１回限定） ・形式審査中の者にはなし ・内務省国内庇護支援サービス局（ＮＡＳ ・食費、生活必需品等現金支給
　（大人１名304.90ユーロ、16歳以下の子 ・実質審査中の者には、１家族１ヵ月800 　Ｓ）による支援受給者には、年齢、家族
　　供１人106.71ユーロ） 　ユーロ、単身者１人１ヵ月600ユーロの 　構成により異なるが週29.89～59.26ポ
・地方職業紹介所による支給（12ヵ月限定）　生活費支給   ンド支給。また、６ヵ月ごとに年齢を問わ
　（１人１ヵ月290ユーロ） 　   ず１人50ポンド支給

５．移動の自由
（1)施設に入所中の申請者 フランス国内制限なし ベルギー国内制限なし 英国国内制限なし 施設を管轄する自治体の行政区域に限定

(連邦移民・難民庁が許可した場合を除く）
（２）施設に入所していない申請者 フランス国内制限なし ベルギー国内制限なし 英国国内制限なし 滞在許諾書に記されている移動地域に限



定(外国人局が許可した場合を除く）
６．その他公的サービス ・医療は無料 ・医療は無料 ・医療は無料 ・医療は無料

・児童は学校教育を受けることが可能 ・児童は学校教育を受けることが可能 ・児童は学校教育を受けることが可能 ・児童は学校教育を受けることが可能

Ⅲ．受入施設 フランス ベルギー 英国 ドイツ（ベルリン州）　＊注２

１．施設設置の法的根拠 な　　し 外国人の入国、滞在、施設及び国外退去 移民・庇護に関する1999年法 ドイツ連邦庇護認定法
社会労働連帯省による通達 に関する1980年12月15日法

２．主管官庁 社会労働連帯省 社会問題省社会統合局 内務省（ＮＡＳＳ） ベルリン州保健社会庁
３．施設の形態（種類） （１）ＣＡＤＡ （１）難民センター （１）レセプションセンター （１）第一次施設
　　→（イ）運営主体 　　→（イ）ＮＧＯが社会労働連帯省との委 　　→（イ）社会問題省 　　→（イ）不明 　　→（イ）ＮＧＯが州保健社会庁との委託
　　→（ロ）予算措置             託契約により運営 　　→（ロ）ＦＥＤＡＳＩＬ 　　→（ロ）内務省が予算化 　　　　　　契約により運営
　　→（ハ）入所対象者 　　→（ロ）社会労働連帯省が各州の管理 　　→（ハ）難民認定（庇護）申請者 　　→（ハ）難民認定（庇護）申請者のうち 　　→（ロ）州保健社会庁
　　→（ニ）入所期間 　　　　　 　社会問題省に予算化した予算 　　→（ニ）難民認定（庇護付与）形式審査 　　　　　　 速やかに判断がなされる見込 　　→（ハ）難民認定（庇護）申請者
　　→（ホ）施設数 　　　　 　　による 　　　　　　 の間 　　　　　　 みの者 　　→（ニ）難民認定（庇護）表明後最長３

　　→（ハ）難民認定（庇護）申請者 　　→（ホ）41ヵ所（7,109ベッド） 　　→（ニ）１ヵ所 　　　　　　　ヵ月
　　→（ニ）難民認定（庇護付与）審査の間 （２）ローカル・イニシアティブ　＊注３ （２）短期滞在施設 　　→（ホ）統計なし（１施設500名規模）
　　→（ホ）140ヵ所（10,350ベッド） 　　→（イ）地方自治体 　　→（イ）ＮＧＯがＮＡＳＳとの委託契約に （２）第二次施設
（２）緊急受入施設 　　→（ロ）ＦＥＤＡＳＩＬ 　　　　　  より運営 　　→（イ）赤十字などのＮＧＯが州社会保
　 　→（イ）不明 　　→（ハ）難民認定（庇護）申請者 　　→（ロ）ＮＡＳＳ 　　　　　　 健庁との委託契約により運営
　　 →（ロ）不明 　　→（ニ）難民認定（庇護付与）形式審査 　　→（ハ）難民認定（庇護）申請者 　　→（ロ）州保健社会庁
　　 →（ハ）難民認定（庇護）申請者でＣＡ  　　　　　　の間 　　→（ニ）ＮＡＳＳによる支援の可否が出 　　→（ハ）難民認定（庇護）申請者
　　　　　　  ＤＡに入所待ち又は入所できな 　　→（ホ）下記（３）と合わせて316ヵ所            　るまでの間　　　　　 　　→（ニ）難民認定（庇護）表明後４ヵ月
　　　　　　　い者 　　　　　　 （6,224ベッド） 　　→（ホ）統計なし 　　　　　　 以降、審査の結果が出るまで
　 　→（ニ）不明 （３）ＮＧＯイニシアティブ　＊注４ （３）分散受入施設　＊注５ 　　　　　　 の間
　　 →（ホ）統計なし（1,200ベッド） 　　→（イ）ＯＣＩＶ・ＣＩＲＥなどのＮＧＯが ＦＥ 　　→（イ）一般の家庭、民間業者、地方自 　　→（ホ）統計なし

             ＤＡＳＩＬとの委託契約によ り運 　　　　　　治体等
　　　　　　営 　　→（ロ）ＮＡＳＳ
　　→（ロ）ＦＥＤＡＳＩＬ 　　→（ハ）難民認定（庇護）申請者でＮＡ
　　→（ハ）難民認定（庇護）申請者 　　　　　   ＳＳによる支援を受けることが
　　→（ニ）難民認定（庇護付与）形式審査              決定した者
　　　　　　 の間 　　→（ニ）難民認定（庇護付与）審査の間
　　→（ホ）上記（２）とあわせて316ヵ所　 　　→（ホ）統計なし（50,000人に対応可能）

４．入所手続 　　　　　   （1,350ベッド）
（１）入所申請 申請者は、ＳＳＡＥ（ＮＧＯ）やＦＴＤＡ（ＮＧＯ）外国人事務所での難民認定（庇護）申請 ・「短期滞在施設」入所に関しては、移民 な　　し

等のＮＧＯの支援を受け、入所申請 と同時にＦＥＤＡＳＩＬに登録 　審査官とＮＧＯとの連携による
・「分散受入施設」入居に関しては、ＮＡＳ
　Ｓへ申請

（２）入所の決定 社会労働連帯省、ＦＴＤＡ、ＳＳＡＥからなる ＦＥＤＡＳＩＬが決定 ・「短期滞在施設」への入所希望者は全員 な　　し
国内認可委員会が決定 　入所可能なため特になし

・「分散受入施設」入居に関しては、ＮＡＳ
　が決定

（３）入所施設の決定 ＦＴＤＡが入所施設を決定 ＦＥＤＡＳＩＬが「難民センター」、「ローカル ＮＡＳＳが決定 ベルリン州保健社会庁が決定
・イニシアティブ」、「ＮＧＯイニシアティブ」
のいずれに割り当てるか決定。以後、各
施設の所管機関が入所施設を決定



５．入所者の処遇　＊注６

　　施設名（施設分類）　＊注７ クレテイユセンター（ＣＡＤＡ） プチ・シャトー（難民センター） スローンクリフホテル（短期滞在施設） アウフナッハミーティンリヒトゥング
（第一次施設）

（１）活動規制 なし（ただし、外泊する際は届出が必要。 なし（ただし、３泊連続して無断外泊した場 なし（ただし、外出時に届出が必要） な　　し
５日以上無断外泊した場合は退所手続 合は強制退所）
がとられる）

（２）給食 入所２ヵ月までは給食（３食） 単身者は給食（３食） ３食提供 ３食提供（自炊も可能）
入所３ヵ月以降は給食（３食）か自炊を選 家族は自炊
択

（３）教育（語学教育・その他） なし（ただし、同施設に入所している難民 語学教室、コンピュータ教室を開講 語学教室、絵画教室を開講 ボランティアが語学教室を開講
に開講されている講座又は地方自治体が
開講している講座に参加可能)

（４）職業訓練 な　　し な　　し な　　し な　　し
（５）医療（メンタルケアを含む） 初期診察のみ（必要に応じ外部の医療 必要に応じ外部の医療機関を紹介 必要に応じ外部の医療機関を紹介 必要に応じ外部の医療機関を紹介

機関を紹介）
（６）法的扶助 法律専門相談員が対応 必要に応じ弁護士を紹介 必要に応じ弁護士を紹介 弁護士が来所し対応
（７）通訳 必要に応じ手配 必要に応じ手配 ボランティアによる対応 職員が多言語に対応（申請者が要請した

場合は州保健社会庁が検討）
（８）その他 ・ソーシャルワーカーによる健康、教育、 ・ソーシャルワーカーよる健康、教育、日 児童に対する教育支援 ・ソーシャルワーカーによる健康、教育、

　日常生活等の相談。 　常生活等の相談。  日常生活等の相談
・児童に対する教育支援 ・児童に対する教育支援 ・児童に対する教育支援

　注１）　調査団が視察した施設の入所者。
　注２）　 ドイツは州により制度が変わる。当比較表は調査団が施設したベルリン州の結果に基づくものである。
  注３）　一般の住宅を借り上げたもの。
　注４）　一般の住宅を借り上げたもの。
　注５）　一般の住宅、ホテル等。
　注６）　調査団が視察した施設における支援であり、同支援がすべての施設において提供されているかは不明。
　注７）　調査団はこの他にもいくつかを視察したが、詳細は報告書本文を参照されたい。
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フローチャート 
（難民認定（庇護）手続と社会保障との関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
OFPRA: The Office Francais de Protection des Refugies et Aptrides/難民・無国籍者保護事務所 
CRR: Commission des Recours des Refugies/難民異議申立委員会 
FTDA: France Terre d’Asile（NGO）  
CADA: Centres d’Acceuil pour Demandeurs d’Asile 
CPH: Provisional Housing Centres/難民定住支援施設 
SSAE: Service Social d’Aide aux Emigrants 
ASSENDIC: Local Unemployment Agency/地方職業安定所 
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Ⅰ．難民認定（庇護）手続・申請者の取扱い等 

 

１．難民認定（庇護）手続 

 (1) 概要 

  (ｲ) 難民認定（庇護）申請を希望する外国人は、州（地区）の地方警察において

申請を行う（空港で難民認定（庇護）申請を表明した者は、空港における事前

審査の後、正式に申請する州（地区）が割り当てられる）。地方警察による審査

は、申請者の「安全な第三国」の経由の有無等、当該申請をフランスにおいて

処理すべきか否かの形式的要件の具備にかかるものである（形式審査）。 

  (ﾛ) 形式審査を通過した申請は、外務省所管の独立性の高い行政機関である「フ

ランス難民・無国籍者保護事務所（ＯＰＦＲＡ：The Office Francais de 
Protection des Refugies et Aptrides・以下「ＯＰＦＲＡ」と記す）」による、難
民条約上の難民該当性にかかる実質審査へ移行する（第一次審査）。 

  (ﾊ) ＯＦＰＲＡの第一次審査での不認定判断に不服があれば、「難民不服審査委

員会（Commission des Recours des Refugies）」に申し立てを行うことができ
る（異議審査）。 

  (ﾆ) 難民不服審査委員会での異議審査でも難民性を認められなかった場合、法律

適用の是非の観点から裁判所に不服申立てを行うことが可能であり、最終的に

は最高裁判所（Conseil d’Edat）まで争い得る。 
 

 (2) 難民認定（庇護）申請処理状況 

  (ｲ) ２００１年における難民認定（庇護）申請件数は４７，２９１件であるが、

同数値には１６歳以下の子供が計上されておらず（家族単位での集計）、実際の

申請は約８万件と推定される（統計の詳細は、別添資料「調査国及び日本の統

計比較」参照）。なお、申請者の主な出身国はトルコ、コンゴ、中国、マリ、ア

ルジェリア等である。 

  (ﾛ) ２００１年の難民認定率は１７％で、うち第一次審査の認定率は１１％、異

議審査の認定率は６％である。なお、認定者の主な出身国は、スリランカ、コ

ンゴ、トルコ、旧ユーゴ、ルワンダである。 

  (ﾊ) 審査期間は、地方警察における形式審査に数日から数カ月、ＯＰＦＲＡにお

ける実質審査に約１８カ月を要しているが、現在長期の審査期間が問題となっ

ており、数カ月への短縮を念頭に手続全体の見直しが行われている。 

 

２．申請者の取扱い 

 (1) 申請者受入施設への入所 

 申請者受入施設である「ＣＡＤＡ（Centres  d’Acceuil pour Demandeurs 
d’Asile）」の設置は申請者に対する社会福祉上の措置と位置付けられており、申請
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者は入所を義務付けられていない。入所期限は特に定めがなく、地方警察におけ

る申請から裁判所における審査終了までの滞在が可能である。なお、受入施設へ

の入所待機中の申請者用に、「緊急受入施設（Emergency Reception Center・安
価なホテル等）」も設置されている。 

 

 (2) 在留許可 

 地方警察における申請が受理されると、申請者には１カ月の一時滞在許可が付

与され、その後ＯＦＰＲＡで申請が受理された段階で、新たに３カ月（更新可）

の難民認定（庇護）手続のための滞在許可が付与される。 

 

 (3) 就労許可 

 １９９１年までは申請者全員に就労が許可されていたが、現在は許可されてお

らず、その影響により難民認定（庇護）申請者受入施設（詳細後述）への入所希

望者が増加し、現在ベッド数の不足に陥っている状況にある。 

 

 (4) 申請者への生活支援 

  (ｲ) 受入施設へ入所しない申請者に対しては、申請者の生活支援全般を主管して

いる「社会労働連帯省（Ministere de l’Emploi et de la Solidatite）」との委託
契約に基づき、ＮＧＯの「ＳＳＡＥ（Service Social d’Aide Emigrants）」が 

    ① フランス滞在が１年以内の者 

    ② ＯＦＰＲＡへ難民認定（庇護）申請中の者 

    ③ 有効な在留資格を有する者 

    ④ フランスでの在留証明書（学校の在籍証明書、健康診断書等）を有する

１６歳以下の子供 

に対し１回限りの財政的支援を行っており、支給額は大名１人３０４．９０ユ

ーロ（約３９,０００円）、１６歳以下の子供１人１０６．７１ユーロ（約１３,

６００円）である。 

  (ﾛ) 非入所者は、「地方職業紹介所（Local Unemployment Agency：通称
ASSEDIC）」に登録し、最大１２カ月まで財政支援（１人１カ月約２９０ユー
ロ（約３７,１００円））を受給することが可能である。（地方職業紹介所の財政

支援は申請者のみを対象としたものではなく、フランス国民も受給することが

可能。） 

  (ﾊ) 非入所者は、知人・縁者宅のほか、ホテル、集合センター（Collective 
Re-insertion Center）、アパート等に個人で滞在することも可能であるが、経費
の問題に加え、難民認定を受ける者の７０％はＣＡＤＡ入所者であるため、大

多数がＣＡＤＡへの入所を希望する現状である。 
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Ⅱ．難民認定（庇護）申請者受入施設の概要 

 

１．主管官庁・予算措置等 

 (1) 主管官庁 

 申請者受入施設は、法令上の設置根拠はなく、社会労働連帯省の通達に基づき

同省が単独所管している。  

 

 (2) 施設数、規模、配置 

 ＣＡＤＡは全国に１４０カ所設置されており、現在の受入れキャパシティは１

万３５０ベッドである。ＣＡＤＡの受入れキャパシティは下表のとおり年々向上

が図られているが、長期に及ぶ難民認定（庇護付与）審査のためベッド数不足が

顕著となっており、政府は緊急受入施設の随時設置に取り組んでいる。（２００１

年現在、緊急受入施設の受入れキャパシティは１，２００ベッド） 

 

ＣＡＤＡのベッド数 

年 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
キャパシティ 2,613 3,073 3,263 3,470 3,588 3,781 4,756 6,200 10,231

 

 (3) 予算措置 

 ＣＡＤＡ関連経費は社会労働連帯省が単独で予算措置しており、２００２年度

の総予算額は９千万ユーロ（約１１５億２千万円）であるが、これに加え入所待機

中の申請者用の緊急施設にかかる予算額６千万ユーロ（約７６億８千万円）が計上

されている。 

 

２．管理・運営 

 (1) 運営主体 

 １９７３年以降、ＣＡＤＡの管理・運営には、社会労働連帯省との委託契約に

基づいてＮＧＯが従事するようになった。現在、ＣＡＤＡの入所調整は、同省と

の契約に基づきＮＧＯの「ＦＴＤＡ（France Terre ｄ’Asile）」が行っている。
また、ＦＴＤＡは、１６カ所のＣＡＤＡを自身で管理・運営し、その他について

もＦＴＤＡとの契約により地方のＮＧＯが管理・運営しているなど、ＣＡＤＡの

管理・運営に重要な役割を担っている。 

 

 (2) 運営経費 

 運営経費は、社会労働連帯省の各州政府への出先機関「管理社会問題省

（DDASS：Department Direction Social Affairs）」を介し、各州下で実際にＣＡ
ＤＡの管理・運営に当たるＮＧＯと協議の上、配分される形態であり、委託契約
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は毎年１年更新され、更新の際に委託費の見直しも行われる。 

 

 (3) 今後の動向 

 なお、仏政府は、２００４年以降以下の実施を検討中の由である。 

    ① 現在ＦＴＤＡが行っているＣＡＤＡの入所調整を、社会労働連帯省の下

部機関「国際移住事務所（ＯＭＩ：Office of International Migration・以
下、「ＯＭＩ」と記す）」へと移管。 

    ② ＯＭＩが１９のＣＡＤＡを直接管理・運営。 

 

３．入所手続 

 (1) 入所者の決定 

 申請者は、ＳＳＡＥやＦＴＤＡ等のＮＧＯの支援を受け、ＣＡＤＡへの入所申

請を行う。入所申請者の審査・決定は、社会労働連帯省、ＳＳＡＥ、ＦＴＤＡか

らなる「国内認可委員会（National Admission Commission）」が行うが、以下の
者の入所が優先される。 

① 居住する場所が他にない者 

② ＣＡＤＡに入所したことがない者、ＣＡＤＡへの入所を拒否されたこと

がない者 

    ③ 小さな子供がいる家族 

    ④ １８歳～２０歳までの青年 

    ⑤ 病院に行く必要がないが、医療上の問題を抱える者 

    ⑥ 単身女性 

 

 (2) 割当て 

 入所許可が決定された申請者は、ＦＴＤＡにより入所先のＣＡＤＡを割り当て

られるが、入所先等にかかる申請者の希望は考慮されない。入所先の割当て作業

にはＦＴＤＡ職員４名が従事しており、各ＣＡＤＡからＦＡＸ送付により報告さ

れる空き状況に応じて決定する。調査団訪問時には６，０００人の入所待機者が

リスト登載されており、１～３年も入所を待つ者もいるとの由であった。 

 

４．入所者の処遇等 

 ＣＡＤＡの入所者には、最低の生活必需品が現物支給されるほか、生活費も支

給される。（詳細後述） 
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ＤＤＡＳＳ ＦＴＤＡ 
（2004年以降はＯＭＩ） 

社会労働連帯省 

ＦＴＤＡ以外の 
ＮＧＯ管理・運営のＣＡＤＡ 
（2004 年以降はＯＭＩが 19 の施設
を管理・運営） 

CADAへの管理・運営予算 
CADAへの入所調整 
及び管理・運営委託 

管理・運営予算 

管理・運営予算 

入所依頼 
管理・運営委託 

入所依頼 

ＦＴＤＡ管理・運営のＣＡＤＡ 

          ＣＡＤＡへの予算措置と管理・運営の流れ 
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Ⅲ．受入施設視察調査状況 

 

ＣＡＤＡ「クレテイユセンター（Centre de Creteil）」 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレテイユセンター外観 
 

(1) 施設概要等 

  (ｲ) 沿革・運営主体 

 クレテイユセンターは、１９７１年、インドシナ難民のためのトランジット

センター（仏国内定住先へ移動前の一時待機施設）として設立された国内最古

の施設である。ＣＡＤＡとしては１９９１年以降機能しており、現在は①ＣＡ

ＤＡ、②ＣＰＨ（難民定住支援施設）、③緊急受入施設の３機能を有する。同セ

ンター社会労働連帯省との契約に基づき、ＦＴＤＡが直接管理・運営している。

なお、トランジットセンターとしての機能は既に終了。 

  (ﾛ) 施設規模 

   (a) 受入れキャパシティは３００ベッドで、国内最大。生活環境保持のため、

実際は２６５ベッドを最大受入可能数としている。このうち、１５０ベッド

はＣＡＤＡ用、３５ベッドがＣＰＨ用、８０ベッドが緊急受入用に割り振ら

れている。 

   (b) 敷地面積は５００㎡、建物面積は２５０㎡で、居住施設は個室・家族部屋

を合わせて計１２７部屋が１５ライフユニット（１ライフユニット：６～１

０人部屋、２０人入居可能、シャワー、台所、トイレを含む））に区分されて

いる。このほか、事務所、食堂、洗濯室、子供の遊技場（年齢別）、法律相談

室、医療診療所、多目的部屋等の共有施設が備えられている。外部にはバレ

ーコート兼バスケットコート、ジャングルジムなどの遊戯施設も設置されて
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いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                施設内見取図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        家族部屋               

 

 

 

                        単身者用部屋 

 

 

 

 

 

共同の台所 

 

 

  

                        バレー兼バスケットコート          
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 (ﾊ) 予算 

 同センターは緊急受入施設の機能も有するため、他の施設よりも多めに予算

配分がなされており、ＣＡＤＡにかかる年間予算額は１人／１日／１５５フラ

ン（約１９，８００円）計算で１，３００万フラン（約２億６千万円）。同予算

額には人件費・施設維持等、管理・運営上の全経費が含まれている。なお、Ｃ

ＰＨにかかる年間予算額は、１人／１日／２５０フラン（３２，０００円）計

算で５００万フラン（約１億円）。 

 

 (2) 運営体制 

  (ｲ) 執務体制 

 ２５名が常勤（所長１名、マネージャー３名、秘書１名、教育担当者１名、

家族担当者１名、法律相談員１名、ソーシャルワーカー数名、看護婦、医療秘

書等）。このほか、調理師、清掃員、警備員について外部機関と派遣契約。なお、

多言語に精通している職員が多いため通訳は常勤していないが、専門の通訳が

必要な際はその都度外部委託している。 

  (ﾛ) 緊急時の対応 

 午前８時から午後８時までは常勤職員、午後８時以降・翌朝までは警備員が

執務。早朝から清掃員が執務しており、２４時間必ず職員がセンターで執務し

ている体制になっている。各ライフユニットには緊急用電話が設置されており、

緊急時には職員（警備員）に連絡が可能。連絡を受けた職員が即座に警察へ通

報する体制も確保されている。 

 

 (3) 入所者の概要 

  (ｲ) 入所者数と出身地域 

    入所者は約４０国籍からなる。子供の入所者は１００人。 

  (ﾛ) 月平均の新規入所者数 

    不明（統計を作成していない由）。 

  (ﾊ) 平均入所日数 

 不明。なお、ＣＰＨの入所は６カ月間と規定されている。（全仏のＣＡＤＡに

おける平均入所日数は下記の表のとおりであるが、審査の長期化が入所日数の

長期化の要因として挙げられる。） 

 

ＣＡＤＡ入所日数年別推移 

年度 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
日数 287 328 341 365 447 473 504 545

 

 (4) 入所者の処遇 

  (ｲ) 活動規制 

 入所者は入所時に内部規定に署名、同規定を遵守することが求められるが、
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外出時の報告義務は課されておらず、センターへの出入りは自由である。ただ

し、外泊する際は届出が必要で、５日以上無断外泊した場合は退所手続が執ら

れる。 

  (ﾛ) 給食 

 入所２カ月までは申請手続や銀行口座開設等に時間を要することから、１日

３食が無償提供される。給食は定時に食堂でビュッフェ形式。３カ月以降は、

給食か自炊を選択できるようになるが、下記(ﾊ)表のとおり自炊のほうが生活費

の支給額が多い。また、自炊を選択する場合には調理器具や食器を購入するた

めの費用として家族の人数に応じて４５．７３ユーロ（約５，９００円）から

６０．９７ユーロ（約７，８００円）が１回限り支給される。なお、自炊を選

択する割合は９割以上となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

上：食事の給食場所 

                       

左：食堂の様子 

              

 

 

 

 (ﾊ) 生活費の支給 

 入所者には、最低限の生活必需品が現物支給されるほか、下表のとおり生活

費が支給される。 

 

 

給食を選択した場合 

家族構成名数 １日あたり １人あたり １月あたり 

１人 ３，０５ ３，０５  ９１，５０ 

２人 ４，３４ ２，１７ １３０，２０ 
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３人 ５，２６ １，７５ １５７，８０ 

４人 ６，４０ １，６０ １９２，００ 

５人 ７，６２ １，５２ ２２８，６０ 

６人 ８，６９ １，４５ ２６０，７０ 

  

＊ 単位は「ユーロ」 

      ＊ ７人以上については１人１日１．３０ユーロ（約１６０円）、1 月あたり３９．００ユ
ーロ（約５,０００円）が支給される。 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 単位は「ユーロ」 

 ＊ ７人以上については１人１日３．６６ユーロ（約４７０円）、１月あたり１０９．８０

ユーロ（約１４,０００円）が支給される。 

 

 (6) その他の支援 

  (ｲ) 教育、職業訓練等 

   (a) 申請者の児童は地域の学校に通学が可能である。 

   (b) 政府は１９９１年に申請者に対する語学教育プログラムを打ち切っており、

政府による支援は実施されていないが、同センターでは難民対象のプログラ

ムへの申請者の参加を事実上認めている。また、地方自治体が無料の語学教

室を開講しており、入所中の申請者も利用可能である。 

   (c) 語学教育と同様に、法律上は申請者への職業訓練は保障されていないが、

同センターでは難民対象のプログラムへの申請者の参加を事実上認めている。 

  (ﾛ) 医療・健康管理、メンタルケアの実施 

   (a) 同センターは、国内で唯一診療室を有し、看護婦と医療秘書が常駐してい

る施設である。医者が週２回、３歳以下の子供専門の小児科医が週１回来所

する。ただし、診察に限定され、実際の治療は外部の医療機関で行う（医療

費は無料）。 

   (b) 精神科医が週１日来所し、入所者のメンタルケアにあたっている。 

(c)  センターには数名のソーシャルワーカーが常駐している。各申請者には担
当のソーシャルワーカーが割り振られ、健康・教育、日常の様々な問題を把

握、相談に対応している。 

自炊を選択した場合 

家族構成名数 １日あたり １人あたり １月あたり 

１人  ６，８６ ６，８６ ２０５，８０ 

２人 １０，３７ ５，１９ ３１１，１０ 

３人 １２，８１ ４，２７ ３８４，３０ 

４人 １６，４６ ４，１２ ４９３，８０ 

５人 ２０，２８ ４，０６ ６０８，４０ 

６人 ２３，９３ ３，９９ ７１７，９０ 
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診療室の様子 

 

 (ﾊ) 法的扶助 

 センターには法律専門相談員が１名常駐しており、入所中の申請者は難民認

定（庇護）申請書の記入方法や、難民性立証のための情報収集方法等について、

相談員の指導を受けることができる。 

  (ﾆ) その他 

 センター周辺に、地方自治体が運営するメディアセンターがあり、入所者は

無料でインターネット等を利用することが可能である。メディアセンターの個

人利用も可能であるが、実際は、職員が数台のコンピュータの利用予約を行い、

グループでメディアセンターを利用する場合が多い。 

 

 (7) クレテイユセンターのその他の機能（難民への定住支援） 

 クレテイユセンターの難民の受入枠は１００人であるが、実際に入所している

難民は３５人で、残り６５人はＦＴＤＡが賃貸契約している民間のアパート等に

入居している。通常、センターに入所するのは難民認定されて間もない者で、認

定後数カ月を経過した者は民間のアパート等に入居する場合が多い。 

 難民に対しては、３名のソーシャルワーカーが、語学教育、職業訓練、住居探

し等の定住支援プログラムを行っている。語学教育に関しては地方自治体が主催

するコースを受講することも可能であるが、センターでは外部の語学教師２名と

契約を結び独自の語学教育コースが開講されている。 

 難民定住支援プログラムは６カ月限定のものであるため、支援対象者は退所後

の住居探しを行う必要があるが、パリ近郊の住宅事情は厳しく、ＦＴＤＡが賃貸

契約を代行する場合もある。 
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 (8) その他（周辺住民との関係） 

 センターはパリ近郊に位置し、周 

辺には店舗が点在する閑静な住宅街 

一角であるが、周辺住民との関係は 

良好で、特にトラブル等もない由で 

ある。仮に、入所中の申請者が問題 

を起こし周辺住民から苦情があった 

場合には、当該入所者ではなく担当 

のソーシャルワーカーが対応に当た 

ることとなる。 

                       クレテイユセンター周辺 
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Ⅳ．その他の機関における視察調査状況 

 

１．ＣＡＦＤＡ（Coordination pour l’Acceil des Familles Demandeurs） 

 (1) 概要等 

  (ｲ) 沿革 

 ＣＡＦＤＡは、社会労働連帯省の委託に基づき２００１年に設立された難民

認定（庇護）申請者の緊急受入施設を手配するＮＧＯである。家族のみを対象

としており、単身者には対応していない。 

  (ﾛ) 施設規模 

 同ＮＧＯは、直接滞在施設を運営しておらず、状況に応じてホテルや教会等

の受入施設を適宜手配している。 

  (ﾊ) 予算 

 １人／１日／１５ユーロ（約１，９００円）程度。３カ月毎に社会労働連帯

省へ経費報告を行っている。 

  (ﾆ) 運営体制 

 職員数３５名（所長１名、ソーシャルワーカー１２名、ソーシャルアシスタ

ント３名、弁護士４名等）で管理・運営されている。通訳は常駐しておらず、

必要に応じて外部に委託している。 

 

 (2) 入所者の概要・処遇 

  (ｲ) 概要 

 同ＮＧＯの手配による施設入所者は、東欧、アルジェリア、イラク（クルド）

の出身者が多数を占める。月平均の新規入所者数の統計は有していないが、昨

年（２００２年）は年間４，５００人（うち半数は子供）の施設入所を手配し

た。 

  (ﾛ) 処遇 

 施設内では、ボランティアがフランス語クラスを開講している。その他、ソ

ーシャルワーカーが必要と判断した際、食事・衣服の提供、乳幼児の衛生指導、

法的支援、医療支援等を行っている。 

 

２．ＦＴＤＡ（France Terre d’Asile）本部事務所 

 (1) 概要 

  (ｲ) 沿革 

 ＦＴＤＡは、難民認定（庇護）申請者の権利擁護とその向上を目的に、１９

７３年に設立されたＮＧＯ。 

  (ﾛ) 活動内容 

 ＦＴＤＡの主な活動は以下の４点。 
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   (a) 国内全域のＣＡＤＡへの申請者の入所及び退所管理と施設運営に関わる調

整 

   (b) 申請者への生活支援、法律支援 

   (c) 申請者を支援する専門家の育成 

   (d) 難民のフランス社会への定着支援 

 このうち、(a)の入所調整に関しては、前述のとおり、２００４年からはＯＭ

Ｉが行う予定であるため現在の委託契約は完了することとなっている。 

  (ﾊ) 職員数 

 職員はＦＴＤＡ本部事務所で勤務する者が２００名、ＣＡＤＡで勤務する者

が１，０００名おり、中には元政府関係者もいる。ボランティアは少数。この

ほか、資金援助者が約３，０００名。 

 

 (2) 情報センターにおける申請者への対応 

 ＦＴＤＡ本部事務所１階の「情報センター」における申請者への支援について

聴取したところ、概要以下のとおり。 

  (ｲ) 開所時間と来所者数 

 情報センターの開所時間は月～金曜日、午前９時から午後６時までであり、

１日の平均来所者は約１００人。 

  (ﾛ) 業務内容 

    情報センターの主な支援は以下のとおり。 

   (a) 住所（連絡先）の付与（Domiciliation） 
 地方警察で申請を行う際、フランス国内における住所（連絡先）が必要な

ことから、政府はＦＴＤＡを含むＮＧＯ数団体を住所登録地とすることを認

可しており、同センターもその１つとなっている。２００１年８月以降、約

８，０００人が同センターに住所登録しており、１週間に約２００人の申請

者が郵便物等の受取のため訪問する。ＦＴＤＡでは、パリの他の１カ所で同

支援を行っている。 

   (b) 難民認定（庇護）申請書の作成支援 

 ２名のソーシャルワーカーが勤務しており、ＣＡＤＡへの入所申請書の作

成支援、生活一般のカウンセリングを行っている。フランス語が不自由な申

請者に対しては、英語・スペイン語・ロシア語・アラビア語の通訳が必要に

応じて配置される。また、アフリカ語圏の言語に対しては、ボランティア通

訳を配置している。なお、面接はプライバシー保護のため個室で行われる。  

 

３．ＳＳＡＥ（Service Social d’Aide aux Emigrants）本部事務所 

 (1) 沿革 

 ＳＳＡＥは、１９２４年に設立されたＮＧＯ。１９２６年には任意団体として

登録、１９３２年には公益機関として認可された。 

 (2) 活動内容 
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 ＳＳＡＥは、社会労働連帯省のみならず、仏法務省、国連難民高等弁務官事務

所（ＵＮＨＣＲ）、国際移住機構（ＩＯＭ）等とも契約を締結し、以下の事業を実

施している。 

  (ｲ) 移住者の受入れと定住支援 

   ・ 家族呼寄せのための家庭訪問と情報収集 

   ・ 支援者に対する権利の周知、公的支援の利用促進 

   ・ 外国人受入れの施策拡充に向けた提言 

   ・ 地域社会における外国人支援団体間の連携・協働の促進 

  (ﾛ) 難民の受入れと定住支援 

   ・ 申請者への情報提供と支援費の支給 

   ・ 認定者の家族呼寄支援 

   ・ 大量避難民が発生した際の受入計画の策定・実施 

  (ﾊ) 国際社会福祉 

   ・ フランス国際社会事業団（ＩＳＳフランス支部）として、２カ国以上にま

たがって解決を要する諸問題を抱えた個人・家族に対する相談援助の実施 

  (ﾆ) 研修と交流 

   ・ ソーシャルワーカーを対象とした研修の実施、研修プログラムのあり方の

考案 

   ・ ＵＮＨＣＲとの協働による申請手続支援のあり方の検討、各支援団体にお

ける支援内容・援助技術の向上への取り組み 

   ・ 地方機関・団体を対象とする研修プログラムの考案・実施 

   ・ ＩＳＳネットワーク及びその他の国際社会福祉実践分野における事例研究、

研修会の企画・立案 

 

 (3) 職員数 

 現在国内に４５カ所の事務所があり、４５０名の職員が勤務。なお、パリ事務

所がＩＳＳフランス支部としての機能も果たしている。 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ベ ル ギ ー 王 国 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

フローチャート 
（難民認定（庇護）手続と社会保障との関係） 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
A.O.: Office des Etrangers/内務省外国人事務所 
CGRS: Commissioner General aux Refugies et aux Apatrides/難民・無国籍者弁務官 
PCA: Commission Permanente de Recours des Refugies/難民不服申立常設委員会 
PCSW: Public Centres for Social Welfare/公共社会福祉センター 
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Ⅰ．難民認定（庇護）手続・申請者の取扱い等 

 

１．難民認定（庇護）手続 

 (1) 概要 

  (ｲ) 難民認定（庇護付与）の審査は、形式審査（受理可能性）と実質審査の二段

階性からなる。前者は、「内務省外国人事務所（Office des Etrangers）」が行い、
申請制限（入国してから８日以内）の適合性、シェンゲン条約に照らし当該申

請をベルギーにおいて処理すべきか否かなどの形式的要件の具備にかかるもの

である。 

 なお、ベルギーは仏語圏と蘭語圏に大分されるため、連邦政府の行政機関に

おいても同一組織に両語セクションを設置しており、申請者は当初に仏・蘭い

ずれの言語（セクション）での手続を希望するか表明することとなっている。 

  (ﾛ) 形式審査を通過した申請は、「難民・無国籍者弁務官（Commissaire general 
aux Refugies et aux Apatrides）」による難民条約上の難民該当性、出身国・地
域への送還に伴う危険性等の実質審査へ移行する。 

 形式審査から実質審査へ移行するのは２５％であり、実質審査において難民

認定されるのは申請全体の１０％程度である。なお、申請受理の拒否にかかる

不服申立ても同弁務官に対して行われる。 

  (ﾊ) 弁務官の決定に不服があれば、「難民不服申立常設委員会（Commission 
Permanente de Recours des Refugies）」に申し立てを行うことができる。最終
的には行政訴訟の一般原則に則り、「国家参事院（Conseil d’etat）」まで争い
得る。 

 

 (2) 難民認定（庇護）申請処理状況 

  (ｲ) ２０００年における難民認定（庇護）申請件数は３５，７８０件であったが、

２０００年のシステム変更以降減少傾向にある。近年の申請者の国籍は、旧ソ

連諸国、東欧からの申請者が多いが、アフリカ（コンゴ民主共和国、ルワンダ

等）出身者も見られる。 

  (ﾛ) 申請者の入国方法は、かつては空路が多かったが、収容所への強制的入所措

置が周知されたことなどにより、最近は空路での入国は全体の５％程度に止ま

り、それ以外の方法での入国が多くなっている。 

  (ﾊ) 形式審査には数週間から数カ月、実質審査には数年の期間を要している現状

にあるが、現行の煩雑な手続を簡素化することが検討されている。 

 

２．申請者の取扱い 

 (1) 申請者受入施設への入所 

  (ｲ) 受入施設への入所 
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    空路以外で入国した申請者は居住場所の自由を認められているが、原則とし

て形式審査が終了するまでの間は、社会福祉上の支援を効率的に行うため、政

府が居所を割り当てている。これら居所での滞在は義務付けられていないが、

滞在しない場合の支援は医療のみということもあり、申請者全体の８５％が施

設での滞在を希望している状況にある。 

(ﾛ)  施設の分類 

 申請者受入施設は、政府が管理・運営する「難民センター」、地方自治体等が

が管理・運営する「ローカル・イニシアティブ」、ＮＧＯが管理・運営する「Ｎ

ＧＯイニシアティブ」に分類される。 

    (a)  「難民センター」は、政府が直接運営する大規模な施設であり、主に単身

者が割り当てられている。 

(b) 「ローカル・イニシアティブ」は、政府機関との契約に基づいて、地方自

治体や地域の民間会社等が申請者用の居住施設を提供するもので、提供され

るのは小さな部屋やキッチンを備えた戸建家屋やアパートが多いことから、

低年齢の子供を有する家族など、主に世帯用とされている。 

(c)  「ＮＧＯイニシアティブ」も、「ローカル・イニシアティブ」同様に、政府

機関との契約に基づいて、ＮＧＯが住居を提供するものである。 

  (ﾊ)  その他 

形式審査で申請受理を拒否された申請者の大半は不服申立・訴訟に及ぶ。こ

れらの者は、在留許可を喪失するため不法在留となり、収容所への移送のため

警察に連行される危険性があるが、他に滞在先のあてもない者が多いのが実情

であり、難民センターでは継続滞在を認めている。 

 

 (2) 在留許可 

 申請者には、認定手続終了（形式審査・実質審査）までの間、ベルギーでの在

留許可が付与され、同在留許可は１カ月毎の更新となる。 

 

 (3) 就労許可 

 １９９３年までは申請者全員に就労が許可されていたが、現在は形式審査を通

過した者のみ許可されている。なお、就労した場合は、(4)の生活支援が受けられ

なくなる。 

 

 (4) 申請者への生活支援 

  (ｲ) 形式審査を通過した申請者は、施設を退所し地域社会で生活することとなる

が、生活費支援（１家族１カ月あたり８００ユーロ（約１０２,４００円）、単

身者は６００ユーロ（約７６,８００円）を受給することができる。 

  (ﾛ) 施設退所後は、「コミューン」と呼称される地域組織（町内会・自治会等と同

義と思われる）にそれぞれ設置された「公共社会福祉センター（Public Centre 
for Social Welfare ）」において、(ｲ)の財政的支援及びソーシャルワーカーによ
る就職斡旋や住居探し等の支援を受けることができる。しかし、コミューンで
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は外国語対応が十分ではないため、言語に問題にある者は、形式審査を通過し

てもむしろ語学にたけたスタッフを擁する難民センターでの生活することが容

易なことから、同センターに継続してとどまる傾向がある模様。 
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Ⅱ．難民認定（庇護）申請者受入施設の概要 

 

１．主管官庁・予算措置等 

 (1) 主管官庁 

  (ｲ) 難民認定（庇護）申請者受入施設に関する事項は、「外国人の入国、滞在、施

設及び国外退去に関する１９８０年１２月１５日法（la loi du 15 decembre 
1980 sur l’acces au territoire, le se jour, l’etablissement et l’eloignement 
des etrangers）第５４条に規定されている。 

  (ﾛ) 申請者受入施設及び生活支援は、連邦政府社会問題省の一部局である「社会

統合局」が単独所管している。同局本部はブラッセルにあり、ローカルオフィ

スはない。 

 

 (2) 施設数、規模、配置 

  (ｲ) 政府の管理・運営による「難民センター」は、全国４１カ所に設置されてお

り、受入れキャパシティは７，１０９ベッドである。なお、受入施設に勤務す

る職員数は７００～８００名。 

  (ﾛ) ①「ローカル・イニシアティブ」及び②「ＮＧＯイニシアティブ」による施

設は全国で３１６カ所（ブラッセル市では８０～９０）あり、それぞれの受入

れキャパシティは①６，２２４ベッド、②１，３５０ベッドである。 

  (ﾊ) (ｲ)、(ﾛ)の総受入れキャパシティは１万４，６８３ベッドで、現在１，００

０ベッドの空きがあり、全申請者の受入れに十分な状況であるが、今後もベッ

ド数の増加を図る予定との由であった。 

 

 (3) 予算措置 

 施設関連を含む申請者支援のための経費は社会問題省が単独で予算措置してい

る。なお、今回の調査では、２００１年度に施設の管理・運営等のため連邦機関

として新設された「連邦庇護管理事務所（ＦＥＤＡＳＩＬ：Agence Federale pour 
l’Accueil des Demandeurs d’Asile・以下「ＦＥＤＡＳＩＬ」と記す）」を訪問し
たため、年額予算等については聴取できなかった。 

 

２．管理・運営 

 (1) 運営主体 

   前記（Ⅰ.２.(1)(ﾛ)）のとおり。 

 

 (2) 運営経費 

 運営経費は、連邦政府社会問題省からＦＥＤＡＳＩＬを介し、各施設へ配分さ

れる。なお、赤十字等のＮＧＯとＦＥＤＡＳＩＬとの間の委託契約には、実際の
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経費の使途に関する規定はなく、かなり融通のきく契約となっている趣である。 

 

３．入所手続 

 (1) 登録 

 ＦＥＤＡＳＩＬのオフィスは、難民認定（庇護）申請を受付ける外国人事務所

と同一建物内に所在しており、施設への入所を希望する者は、難民認定（庇護）

申請と同時に登録を行う。登録は、入口開放の平日午前８時３０分に来所した者

のみを受け付けており、身分・家族関係の聴取のほか、レントゲン検査等が行わ

れる。 

 

 (2) 割当て 

 居所の割当て作業にはＦＥＤＡＳＩＬ職員８名（仏語セクション４名、蘭語セ

クション４名）が従事しており、原則として申請当日中に滞在先施設が割り当て

られる。割当ての明確な基準はないが、施設の空き状況等に応じ、均等となるよ

う配慮している由であった。 

 

 (3) 施設への移動 

 申請者には、割り当てられた施設までの移動が手配（切符等の手交）され、同

日ないし翌日に入所することとなるが、交通機関の便や、急な発病等で移動困難

な場合は、ブラッセル市内の緊急センター（２カ所、１８０ベッド）に１～２泊

する。 
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Ⅲ．受入施設視察調査状況 

 

 難民センター「プチ・シャトー（Petit Chateau）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

プチ・シャトー正面玄関（建物側から） 

 

(1) 施設概要等 

  (ｲ) 沿革・運営主体 

 プチ・シャトーは、社会問題省が直接運営するベルギーで最初の難民認定（庇

護）申請者受入施設（難民センター）である。同施設は、当初中世貴族の住居

として建設された城郭を後に軍が接収したもので、１９８７年以降、社会問題

省に移管され難民センターとして機能している。 

  (ﾛ) 施設規模 

   (a) 現在の受入れキャパシティは６５０人であるが、新たな居住棟を増築中で

あり、近日中に８４０人まで拡充される予定。 

   (b) 建物は４階建ての大規模な学校施設並みの規模であり、居室は、単身者用、

夫婦用、家族用に区分されている。 

 家族用は１４室あり、１４畳程度のＬＤＫ、６畳程度の寝室等計４室にト

イレ、台所、シャワールームが備えられたメゾネット形式で、ベッド、食卓

テーブル等の家具類、テレビ等の家電製品、台所用品等の生活用品も備えら

れている。夫婦用も、小規模ながら家族用と同様の設備が備えられている。 

 単身者用は、１部屋１０人の共同部屋に雑居し、トイレは共同、自炊は不

可で１階の食堂で外部ケータリングによる給食を受ける。 

 

 



 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単身者用共同部屋              共同の洗面所 

 

このほか、精神に障害を有する者や、親・同伴者のない子供のために専用

の居室が設けられている。 

 なお、居住棟は出身地別に分けられているが、衛生観念の相違等、棟ごと

に特徴が出るとの由である。 

 

(c) 共用施設として、１階に情報室が 
設置され、入所者は新聞や雑誌類を 

閲覧することができるほか、１０台 

ほど設置されたパソコンでのインタ 

ーネット検索も自由である。 

また、４階にはテレビ室、映画館、 

フィットネスルームが設置されてい 

る。ＴＶ室は２部屋備えられており、 

ケーブルテレビの番組を放映してい 

るが、入所者の宗教にも配慮し、時 

間によって放映番組を変えている。        情報室の様子 

映画館では、子供向けから大人向け等様々な映画（ＤＶＤ）が上映される。 

フィットネスルームは、フィットネスクラブと同様の機器を１５台ほど備え

ている。このほか、城門の入口内側にはグランド、バスケットコート等が設置

されている。                    
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城門の入口内側（中庭） 

 

 

 

 

フィットネスルーム                             

                                                  

  (ﾊ) 予算 

 年間予算額は、３５０万ユーロ（約４億４８００万円）。予算の半分は医療費

であり、残りは申請者の食費や人件費に充てられているが、施設改装費に関し

ては、別途政府に要求が可能となっている。 

 

 (2) 運営体制 

  (ｲ) 執務体制 

 職員数は１００名。医者４名、看護婦４名、ソーシャルワーカー２０名、教

科指導員１２名及び秘書、清掃人等が正職員（公務員待遇）で勤務しているほ

か、約５０名のボランティアスタッフが、語学やコンピュータ指導を職員の補

助として行っている。 

 なお、専門の通訳が必要な場合は、時給６０～７０ユーロ（約７,９００円～

８,９００円）で外部委託しており、対応言語は２０～３０となっている。 

 

  (ﾛ) 緊急時の対応 

 上記(ｲ)の職員は日中の勤務であるが、夜間も教科指導員（チャイルドケア・

ワーカー）１名と警備員２名（警備は２４時間体制）が常駐している。 

 

 (3) 入所者の概要 

  (ｲ) 入所者数と出身地域 

 入所者総数は６５０人で、国籍は約４０に及ぶが中央アフリカ地域出身のフ

ランス語圏の者が多い。 

 男女別では、単身男性３００人、単身女性８０人、子供１２０人、親・同伴

者のない子供４０人となっている。 
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 難民認定（庇護）手続状況別では、４５０人は形式審査中、２００人は形式

審査の結果に対する不服申立・訴訟中の者である。 

  (ﾛ) 月平均の新規入所者数 

    不明（統計は作成していないが、日に２０～２５人が入所することもある。） 

  (ﾊ) 平均入所日数 

 ４～５カ月（形式審査の結果は通常この期間内に出される）であるが、不服

申立・訴訟中の者で２年間滞在している者もいる。 

 

 (4) 入所者の処遇 

  (ｲ) 活動規制 

 入所者は、内部規定を遵守することが求められているが、施設内の共有設備

を自由に使用可能であり、外出制限は設けられていない。ただし、３日以上無

断外泊した場合は退所手続が執られる（ＦＥＤＡＳＩＬに支援の再申請をする

ことは可能）。また、午前２時から６時までは警備上の理由から閉門するため、

入所者は施設から出入りすることができない。 

  (ﾛ) 給食 

 単身者については、１日３食が給食されるが、宗教上問題等から施設内での

自炊が困難なため、外部からのケータリングとなっている。家族に関しては、

バウチャー（金券）が支給され、施設外のスーパーマーケット等で食材を購入

し自炊することが可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

共同の食堂 

 

 

 

 

                         家族部屋の台所 

              

  (ﾊ) 生活費の支給 

 現金支給はなく、必要最低限の生活用品（せっけん、シャンプー、食器等）
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が現物支給されている。 

  (ﾆ) 就労許可 

 形式審査中の者は法的に就労が許可されていないが、同センターでは１カ月

３日間施設内で清掃等の労働に従事することを義務付けている。また、希望者

は４日以上労働することも可能で、小遣い程度（２～３ユーロ（約２６０円～

３８０円）の報酬が支払われる。 

 

 (5) その他の支援 

  (ｲ) 教育、職業訓練等 

   (a)  入所者の児童は地域の学校に通学が可能である。なお、親・同伴者のない

子供については、２０名のチャイルド・ケアワーカーが２４時間体制で付き

添っており、交代で授業の補習や宿題の手伝いをしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      語学教室の開講案内掲示 

 

   (b) このほか、施設内でコンピュータ・各種語学教室等が開講されている。 

  (ﾛ) 医療・健康管理、メンタルケアの実施 

   (a) すべての申請者に対し、難民認定（庇護）申請の登録時にレントゲン検査

が行われるため、同センターでは事前の健康診断は行っていない。 

   (b) 同センターには、医者と看護婦が交代で週に２日来所するが、診察に限定

され、実際の治療は外部の医療機関で行う。精神疾患を有する者で、ソーシ

ャルワーカーが必要性を認めた場合は、外部の精神科医で診療を受けること

もある。 

   (c)  入所者が外部で診療を受けた場合は、同センターあてに請求される医療費

を運営予算から支払っている。 

  (ﾊ) 法的扶助 

 難民センターでは難民（庇護）申請に関する法的相談を行っていないため、

弁護士等は常駐していないが、入所者が希望する場合は、リストに登載されて

いる弁護士を紹介することとしている。 
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 (6) その他（周辺住民との関係） 

 同センター周辺が外国人居住区ということもあり、地域コミュニティからは寛

容に受け入れられており、周辺住民とのトラブル等もない由である。他方、多文

化の共存が少ない小さな町に所在する施設については、周辺住民との軋轢も見ら

れるとのこと。 
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Ⅳ．その他の機関における視察調査結果 

 

ＯＣＩＶ、ＣＩＲＥ（ＮＧＯ） 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ＯＣＩＶ本部事務所 

 

 (1) 活動内容 

  (ｲ) ＮＧＯイニシアティブの経緯 

   (a) ＯＣＩＶは約２０のＮＧＯのアンブレラ機関で蘭語圏のＮＧＯである。Ｃ

ＩＲＥは仏語圏のＮＧＯである。両団体は、活動内容に共通要素が多いこと

から、共同して種々の活動を行っている。 

   (b) １９８０年代、申請者受入施設は設置されていなかったが、申請者の多く

が困窮している状況を問題視したＮＧＯが政府に働きかけ、最初の受入施設

（プチ・シャトー）が設置された。しかし、１９９０年代における申請者の

急増でベッド数が不足し施設入所までの待機期間が３～５年に及ぶという事

態が発生、これを受けて、ＯＣＩＶや赤十字がＮＧＯによる受入施設運営を

政府に提案、政府側もこれを了承し、ＮＧＯイニシアティブに至っている。 

  (ﾛ) 活動内容 

   (a) ＯＣＩＶ・ＣＩＲＥともに、それぞれ政府との委託契約に基づき、直接受

入施設を管理・運営するとともに、カリタス等のＮＧＯと受入施設の管理・

運営について契約を締結し、資金・情報提供を行っている。 

   (b) その他、申請者が住居を賃貸する際のローン貸付、難民への就職ガイダン
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ス等の定住支援、法律相談、通訳の提供、語学教育、自主的帰還支援等の活

動を行っている。 

  (ﾊ) 施設規模 

 政府からは、１，３５０ベッド分（ＯＣＩＶ７５０ベッド、ＣＩＲＥ６００

ベッド）の受入施設の管理・運営を委託されている。ＯＣＩＶ・ＣＩＲＥは、

自身では施設を有しておらず、個々に賃借契約した民間のアパートや住居を申

請者に提供しており、これら住居の管理・運営はさらに他のＮＧＯに再委託し

ている。 

  (ﾆ) 予算 

   (a) 施設運営費以外の活動も含めた年間予算額は、ＯＣＩＶ６５０万ユーロ（約

８億３２００万円）、ＣＩＲＥ６００万ユーロ（約７億６８００万円）。 

   (b) 政府からは、実際の施設入所者数に応じた額しか支払われない。支払額は

１人１日あたり２５ユーロ（約３,２００円）×実際の入所者数で計算される。

前年度執行分の支払いは次年度に支払われるため（年度当初に請求額の４

０％、残額はその３～５カ月後）、年度途中で実質経費が不足する場合もある

が、ＯＣＩＶ・ＣＩＲＥが立て替え払いをしている。施設運営にかかる政府

からの支給額は３５０万ユーロ（約４億４８００万円）程度。 

   (c) 政府との委託契約は１年毎に更新されるが、３カ月毎に施設入所状況につ

いて報告書を提出することになっている。 

  (ﾎ) 運営体制 

   (a) ＯＣＩＶの職員は、申請者支援職員１０名、認定者定住支援職員８名、帰

還支援職員５名等、計３０名。申請者支援職員には弁護士４名が含まれる。 

   (b) ＣＩＲＥの職員は、通訳者１２名を含む５０名。通訳者には難民もいる。 

 

 (2) 入所者の処遇 

  (ｲ) 大人向けの語学教室を実施。 

  (ﾛ) 医療は外部機関で行われ、医療費は政府から支給されるが、医療機関は医療

費をＯＣＩＶ・ＣＩＲＥに請求するため立替払いの必要が生じており問題とな

っている。 

  (ﾊ) 法的扶助については、弁護士は原則的に外部委託しているが、サービスが悪

い者も見受けられるためＯＣＩＶは４名、ＣＩＲＥは１名の弁護士を独自に雇

用している。 

 

 (3) その他 

  (ｲ) 他機関との協力体制 

 政府とは年１度定期会合を持つが、問題が生じた場合は年に３～４回会合を

持つ場合もある。 

  (ﾛ) 周辺住民との関係 

 周辺住民と協調生活させるよう心がけていることもあり、特段のトラブルは

ない。ただし、当初２～３年を要していた難民認定（庇護）手続が、近年は２
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～４カ月と迅速化が図られ、入所者が早期の退出を余儀なくされることから、

周辺住民との関係が希薄になるおそれが生じている。
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英  国 

（グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国） 
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フローチャート 
（難民認定（庇護）手続と社会保障との関係） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IND: Immigration and Nationality Directorate(Home Office)/内務省移民・国籍局 
NASS: The National Asylum Support Service(Home Office)/内務省国内庇護支援サービス局 
IAA: Immigration Appellate Authority/移民上訴機関 

難民認定（庇護）手続 

難民認定（庇護）申請 

認定 

IAAへの異議申出 

社会保障 

事前審査 

INDによる個別審査 

ＮＧＯ等による短期滞

在施設の提供・NASS申請

書記入 

補助・情報提供等 

NASSによる
サポート 
（地方自治体や
民間団体による

住居提供と金銭

援助） 不認定 

認定 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGOによる 
“One Stop Service” 

不認定 

控訴院への異議申出 

認定 

不認定 

貴族院への異議申出 

認定 

不認定 

NASSへの 
支援申請 

一
般
の
社
会
保
障
制
度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
無
料
の
医
療 
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Ⅰ．難民認定（庇護）手続・申請者の取扱い等 
 

１．難民認定（庇護）手続 

(1) 概要 
  (ｲ) 難民認定（庇護）手続は、内務省の「移民・国籍局（Immigration and Nationality 

Directorate）」が所管している。 
  (ﾛ) 難民認定（庇護）申請のための特定の書式はなく、危険がある故に国籍国また

は常居所に戻りたくない旨の表明があった場合には、難民認定（庇護）申請が

あったとみなされる。 
      難民認定（庇護）を求めた者には、始めに人定事項、入域ルート（「安全な第

三国」の経由の有無）の確認等の事前審査が行われる。「安全な第三国」は、Ｅ

Ｕ諸国、ノルウェー、アイスランド、スイス、カナダ及び米国で、それらの国

を経由してきた申請者で一定の条件に該当した場合は、実質的な審査を行うこ

となく当該国に送還される可能性がある。 
       その後、写真、指紋等のデータを記録の上、同データが記載された「申請登

録カード（Application Registration Card）」が発行され、個別事案を審査する
移民・国籍局のケース・ワーカーによってインタビューが行われる。（第一次審

査） 
  (ﾊ) 申請者には、庇護の拒否そのものに対する不服申立ての権利は原則として認め

られていないが、国籍国への送還または英国からの退去が条約上の義務に反す

ることを理由とする場合は、不服を申し立てることができる。 
     不服申立ては、内務省から独立した機関である「移民上訴機関（The 

Immigration Appellate Authority）」に対して行われ、まず、審判官
（Adjudicator）によって審理される。審判官によって不服申立てが却下された
場合は、さらに移民上訴機関内にある「移民不服申立審判所（Immigration 
Appeal Tribunal）」へ不服を申し立てることができる（異議審査）。 

       移民不服申立審判所への不服申立ても却下された場合、法律適用の是非の観
点からさらに「控訴院（Court of Appeal）」に申立てを行うことが可能であり、
最終的には「貴族院（House of Lords）」まで争い得る。 

  (ﾆ) なお、２００２年１１月に成立した新法により、現行の手続は大幅に見直され
ることとなっている。 

 
 (2) 難民認定（庇護）申請処理状況 
  (ｲ) 難民認定（庇護）申請件数は、１９８０年代前半には２，０００～３，０００

件であったが、１９８０年代後半になると急増、１９９６年・９７年には一時

減少したものの、最近３年間はふたたび増加傾向にある。２０００年の難民認

定（庇護）申請件数は、８０，３１５件であり、申請者の主な出身国は、アフ

ガニスタン、イラク、ソマリア、スリランカ、トルコ等である。なお、第一次
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審査の難民認定率は１３％、異議審査の認定率は１７％である。 
  (ﾛ) 申請者の入国方法は空路が多く、中でもヒースロー空港での申請者が多いのが

特徴となっている。 
  (ﾊ) １９９７年には難民認定（庇護）申請にかかる判断に平均２０カ月を要してい

たが、２００１年には２カ月以内の判断が６０％を越えた。これは、１９９７

年には約７００人であった申請処理に従事する職員を、２００１年には１，２

００人と大幅に増員を図ったことが背景と考えられる。 
 

２．申請者の取扱い 

(1) 申請者受入施設への入所 
   (ｲ)  受入施設への入所 

       受入施設への入所は義務付けられてはいないが、住居支援を希望する者は施

設の選択権がなく、指定場所に居住することが求められる。 
  (ﾛ) 施設の分類 
      申請者受入施設は、「レセプションセンター」、「短期滞在施設」及び「分散受

入施設（Dispersal Accommodation）」に分類される。 
   (a) レセプションセンター 
         収容が必要と判断され、かつ、速やか（７～１０日程度）に判断がなされ

る見込みの申請者が入所する施設であり、現在はケンブリッジ州オアキング

トンに１カ所のみ設置されている（Oakington Reception Centre）。 
   (b) 短期滞在施設 
         収容の必要がないと判断された上陸直後の申請者が、「内務省国内庇護支

援サービス局（ＮＡＳＳ：National Asylum Support Service・以下「ＮＡＳ
Ｓ」と記す）」が提供する支援を受けるまでの間、待機する施設である。 

   (c) 分散受入施設 
         申請者が、認定（庇護）手続の間滞在する施設であり、ＮＡＳＳとの契約

に基づき、自治体や民間団体が提供するホテル、一般住宅、アパート等があ

る。自治体が所有するものが全体の２０％で、残りの８０％を民間が所有し

ている。 
  (ﾊ) 今後の動向 
       ２００４年には新たな申請者受入施設の設置が検討されているが、申請者に

入所を義務付けるものではなく、従来どおり分散受入施設のほか英国内の任意

の場所で居住することも可能である。 
       現在検討中の取扱いでは、新設施設に割り当てられた申請者は、定められた

日時に施設にいることを要請され、施設内の移民審査官への定期報告義務が課

せられる。なお、入所中の申請者が、施設内で「国籍・移民及び庇護２００２

年法（Nationality, Immigration and Asylum Act 2002）」第２部第３０条に規
定される違反行為を起こした場合は、一時滞在許可要件違反にも当たることか

ら、退所とともに収容手続が執られることとなる由である。 
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 (2) 在留許可 
     一定の条件を帰した申請者は、一時的な許可（Temporary Admission）を与え
られ、収容されている場合であっても仮放免（Temporary Release）され得る。 

 
 (3) 就労許可 
     ２００２年１２月までは、６カ月間英国に滞在し、難民認定（庇護）申請に関

する第一次審査の判断が下されていない申請者に対し就労を許可していたが、近

年の政策変更より、すべての申請者に就労許可しないこととされた。ただし、政

策変更前に許可された申請者については、引き続き就労が許可されている。 
 
 (4) 申請者への生活支援 
  (ｲ) 申請者は、上陸から４８時間以内にＮＡＳＳへの申請書を提出しなければな

らないが、遅滞なく申請をした者に対しては、同申請者の状況に応じた支援が

提供されている。現在、申請者はＮＡＳＳの３種類（①生活手当の支給と住居

（分散受入施設）の提供、②生活手当の支給、③住居（分散受入施設）の提供）

の支援のうちいずれかを受けることが可能であるが、有資産・有収入の申請者

に対する支援は、資産・収入の額に応じて減額される。 
  (ﾛ) 現行の生活手当（食費、生活必要経費等）は換金可能なバウチャー（金券）

で支給され、申請者は各自郵便局で換金する。親戚宅や友人宅に居住している

申請者は、生活手当のみが支給される。生活手当の支給額は下表のとおり。 
 

 １６歳以下の子供  週３７．００ポンド（約 ７,１００円） 
 １６・１７歳の子供  週３２．５０ポンド（約 ６,２００円） 
 １８～２４歳  週２９．８９ポンド（約 ５,７４０円） 
 ２５歳以上の単身者  週３７．７７ポンド（約 ７，２５０円） 

)）  カップル  週５９．２６ポンド（約１１，３７０円） 

 

 １８歳以上の母子・父子家庭の親  週３７．７７ポンド（約 ７，２５０円） 

 

 
       なお、分散受入施設に居住し、当該施設から食事・生活必需品が提供されて

いる者については、同経費が上記生活手当から減額される。６カ月以上生活支

援を受けた申請者に対しては、「追加支援金」として年齢を問わず１人当たり５

０ポンド（約９，６００円）に換金可能なバウチャー（金券）が６カ月ごとに

支給される。   
  (ﾊ) 難民として認定された場合には、認定通知から１４日で一般の社会保障によ

る生活支援へと移行する。不認定とされ不服申立てをしない場合は、通知受領

日から１４日で申請者としての支援受給資格が消滅するが、不服申立てを行っ

た場合は継続する。 

 
(5)  その他 

政府からの予算を受け、英国全国でNGOが「ワン・ストップ・サービス（One 
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Stop Service）」と称する長期の情報、支援の提供を行っている。ワン・ストップ・
サービスは分散化受入施設に入居する申請者に対する支援や情報を提供する場所

で、全国２７カ所にある。申請者が健康や教育に対する支援が必要であったり、

施設に関する問題があった場合に助言を受けたり、必要に応じて専門機関につな

ぐなどの支援を行っている。 
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Ⅱ．難民認定(庇護)申請者受入施設 

 

１．主管官庁・予算措置等 

 (1) 主管官庁 
  (ｲ) 難民認定（庇護）申請者への生活支援に関する事項は、「移民・庇護に関する

１９９９年法（Immigration and Asylum Act 1999）」第６章に規定されている。 
  (ﾛ) 申請者受入施設及び生活支援はＮＡＳＳが単独所管している。 
 
 (2) 施設数、規模、配置 
  (ｲ) 短期滞在施設 
       ＮＧＯ「ブリティッシュ・レフュジー・カウンシル：British Refugee Council

（ＢＲＣ）・以下「（ＢＲＣ）」と記す」がホテル等と契約し１１，０００ベッド

（ロンドンに５，０００ベッド、その他の地域に６，０００ベッド）、同じくＮ

ＧＯ「レフュジー・アライバル・プロジェクト：Refugee Arrival Project（Ｒ
ＡＰ）・以下「ＲＡＰ」と記す」がロンドンに４０～５００ベッド規模の施設を

２４カ所運営しているが、全体の規模は不詳。 

  (ﾛ) 分散受入施設 
       全体で５万人に対応し得る規模となっており、希望する全申請者の入居が可

能となっている。 
  (ﾊ) 今後の動向 
       ２００４年から新設される申請者受入施設は、合計３，０００人に対応可能

な規模が予定されており、一施設の収容人員は４００～７５０人が検討されて

いる。設置場所は、オックスフォード州ビセスター（Bicester Oxfordshire）、
ノッティンガム州ニュートン（Newton Nottinghamshire）が計画されており、
現在その他の設置場所を選定中である。 

       ただし、設置予定先の地方自治体はいずれも施設建設に反対しており、対案

として、政府、地方自治体、ＮＧＯ等の「ソーシャルサービス(“Centeral Service 
Core”)」を提供する場所の近隣に小・中規模施設を設置する案も検討されてい
る。 

 
 (3) 予算措置 
     ＮＡＳＳが単独で予算措置しているが、今回の調査では同局を訪問できなかっ

たため、年額予算等については聴取できなかった。 
 

２．管理・運営 

 (1) 運営主体 
 現在所在する施設の運営主体は、ＮＡＳＳとの委託契約を締結しているＮＧＯ
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のほか、ホテル、アパートの管理会社、一般住宅の家主、地方自治体等である。 
 
 (2) 運営経費 
     内務省から各施設に分配されるが、具体的配分方法等については不詳。 
 
 (3) その他 
     ２００４年から新設される申請者施設もＮＡＳＳの所管となる。運営主体は未

定で、民間セクターへの委託契約が検討されているが、地方自治体やＮＧＯにも

契約の門戸は開かれている。また、施設内での支援提供については、別の機関へ

再委託契約することも可能とされている。 
     職員には、契約者、内務省職員、ＮＧＯ職員、通訳者などを含む３００～３５

０名の雇用が検討されている。 
     なお、一施設当たり運営費用は４４４万ポンド（約８億５２５０万円）の予測

となっている。 
 

３．入所手続（ＲＡＰを介して支援を受ける事例） 

(1) 短期滞在施設 
       空港（ヒースロー空港）で申請し、事前審査を通過した者については、移民審

査官がＲＡＰの空港事務所に電話又はＦＡＸで連絡、連絡を受けたＲＡＰ職員は

入所先の短期滞在施設を割り当て、当該施設へ移送する。 
    なお、ＲＡＰヒースロー空港事務所の開所時間は毎日午前９時から午前０時ま

でで、責任者１名、事務局員１名、アドバイザー５名を単位とする５チームによ

るシフト制を敷いている。 
 
 (2) 分散受入施設 
(ｲ)  分散受入施設に入居するには、前述の通り、 

上陸から４８時間以内にＮＡＳＳに対し申請書 

を提出し、許可を受けなければならない。申請 

者は、上陸の翌日ＲＡＰ本部事務所へ赴いて申 

請書を作成する。申請書への記入は、ＲＡＰ職 

員がインタビューを通じ申請者のニーズを聴取 

しながら行うが、法的面、健康面等で特別なニ 

ーズが認められた場合には外部機関へ繋いでい 

る。 
なお、上陸後４８時間以内に生活支援申請を 

行わなければならないという法律はヨーロッパ 

人権条約等に違反するとして、貴族院が見直し 

を求める判決を下している。           ＲＡＰの個別ブース 

(ﾛ)  ＮＡＳＳは、申請書記載内容に基づき支援内       
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１日目 

容を決定し、分散受入施設への入居希望者については、出身地域のコミュニテ

ィの存在等を考慮いれ、ロンドン、ケント、北アイルランドを除く全国１２地

域のいずれかに所在する施設に割り当てる。 

       滞在先を割り当てられた申請者は、ＲＡＰ職員による以後の生活支援等につ

いてオリエンテーションを受けた後、集団の場合はＮＡＳＳが手配した車両で、

個人の場合は電車等で割り当てられた施設へ移動する。 
  (ﾊ) ＮＡＳＳによる支援決定の審査は、通常１週間以内、遅くとも２週間以内に

決定されることとなっているが、実際には１カ月以上を要することも少なくな

く、その間、申請者は短期滞在施設に入所することになる。 
 
 (3) その他 
     空港以外で申請した者についても、自身で、あるいはＲＡＰ以外の支援団体を

通じてＮＡＳＳに申請することが可能である。 
 
 

空港到着から支援受給までの流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

空港到着→難民認定（庇護）申請 

 
移民審査官からＲＡＰへ連絡 

 
申請者を「短期滞在施設」に割り当て 

 
申請者を「短期滞在施設」に移送 

ＲＡＰ本部事務所で
個別カウンセリング
とＮＡＳＳの支援申
請書の記入 

ＮＡＳＳから申請者へ支援
提供案内と９０ポンド分の
支度料（バウチャー）が到着 

情報資料一式等の受渡しと
オリエンテーションの実施 

ＮＡＳＳが手配
する車両（バス）
で施設まで移動
（毎日朝と夜の
2回） 

電車等で指定の
施設まで移動 

個人 グループ 

2日目 1週間～数カ月後 
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Ⅲ．受入施設視察調査状況 

 

短期滞在施設「ＲＡＰ・スローンクリフ（Thorn Cliffe）ホテル」 

 

 

 

 

 

 

 

                    スローンクリフホテル外観 

 

(1) 運営主体の概要 
 (ｲ) 沿革 
       レフュジー・アライバル・プロジェク 

ト（Refugee Arrival Project（ＲＡＰ）） 
は、１９８０年代後半の難民認定（庇護） 

申請者の急増に伴う緊急支援と住居提供 

のニーズを受けて、地方自治体とＵＮＨ 

ＣＲの出資によって１９８９年に設立さ 

れたＮＧＯであり、６０名の職員に加え、 

３０名の非常勤通訳スタッフ、１００名 

以上のボランティアを擁する。          ＲＡＰ本部事務所 
 (ﾛ)  政府との契約                  
     ＮＡＳＳとの契約に基づき、上陸直後の難民認定（庇護）申請者に対する短期

滞在受入施設の管理・運営のほか、生活支援申請の補助を行っている。ＲＡＰが

管理・運営する短期滞在施設は４０ベッドの小規模なものから５００ベッドの大

規模なものまで様々であり、年間受入人数は述べ 1～２万人である。 
 (ﾊ)  その他の活動 
      申請者への情報提供、専門チームによる（事務）弁護士の紹介、難民への定住

支援のほか、「ＡＭＩＧＯＳ」というボランティア育成プログラムを実施してお

り、ボランティア（難民を含む）は申請者からの相談、病院や外出時の付き添い
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等、個別のニーズに応じた支援を提供している。 
 
 (2) 施設概要等 
  (ｲ) 施設規模 
       同ホテルは、当初ヒースロー空港近隣の旅客用ホテルとして建設されたが、

利用者数の低迷により短期滞在施設としてＲＡＰが建物全部を借り上げている

もので、キャパシティは５００ベッドであり、３階建ての大規模な学校並みの

施設である。今回の調査では、居住棟は視察できなかったが、テレビが備えら

れた談話室等も設けられている模様。 
  (ﾛ) 予算 
       ＮＡＳＳから配分されているが、年額予算等は不詳。 
 
 (3) 運営体制 
     １階事務所では１０名程度のスタッフが入所者の相談等に応じていたが、常勤

職員数等は不詳。なお、３８言語に対応できる通訳が配置されている。 
 
 (4) 入所者の概要 
  (ｲ) 入所者数と出身地域 

 不明。 
       なお、ＲＡＰが管理・運営する短期滞在施設への入所者全体の国籍は６４に

及んでおり、２００２年度における入所者の主な国籍は、多い順でアフガニス

タン、ソマリア、スリランカ、イラク、シエラレオネであった。 
  (ﾛ) 月平均の新規入所者数 
       不明。（把握されていない由） 
  (ﾊ) 平均入所日数 
       不明。 
       なお、ＲＡＰが管理運営する短期滞在施設への入所者全体の平均滞在日数は、

１週間以内１５５人（２９％）、１～２週間８２人（１５％）、２～４週間６０

人（１１％）、４週間以上２３８人（４５％）となっている。（２００２年２月

５日現在の統計、対象：大人５３５人） 
 
 (5) 入所者の処遇 
  (ｲ) 活動規制 
       外出時には施設事務所への届出の義務が課せられているが、特に外出制限は

設けられておらず、外泊も可能である。 
  (ﾛ) 給食 
       視察先では１日３食が給食。なお、給食を実施していない施設もあり、その

場合は自炊となる。 
  (ﾊ) 生活費の支給 
       ＮＡＳＳによる支援決定がなされていない段階の入所者には生活費の支給は
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ない。ただし、ＲＡＰの管理・運営による給食を実施していない施設では、自

炊用の食費（１日５ポンド（約９６０円））が支給される。 
       生活支援を受ける場合は、前記（Ⅰ.２.(4)(ﾛ)「申請者への生活支援」）のと

おり。 
  (ﾆ) 就労許可 
       申請者の就労は法的に許可されていない。 
 
 (6) その他の支援 
  (ｲ) 教育・職業訓練等 
       施設内で語学教室、児童に対しては絵画教室等を開講している。 
  (ﾛ) 医療・健康管理、メンタルケアの実施 
       毎朝医療職員が来所する。また、外部での診療が必要な場合は、近隣の医療

機関で無料で受診することができ、医療機関までの交通費はＲＡＰが支給する。 
  (ﾊ) 法的扶助 
       複雑な法手続の問題等について、申請者自身が必要に応じ外部弁護士に直接

相談できる。 
  (ﾆ) 分散受入施設への移動援助 
       ＮＡＳＳが支援を決定し、分散受入施設への入居を希望する者に対しては、

支援提供案内と支度料（９０ポンド分（約１７，２８０円））がバウチャーで支

給されるが、ＲＡＰではそれらの説明に加え、１６カ国語に翻訳された以下の

情報資料一式等を渡し、以後のＮＡＳＳからの支援等に関するオリエンテーシ

ョンを実施している。 
    ・ 医療受給者証（Medical Certificate） 
    ・ 内務省との面接に行くための切符の申請書 
    ・ バウチャー（金券）申請書（申請後６カ月経過後に申請可） 
    ・ ＮＡＳＳへの審査結果通知書・封筒 
    ・ 申請者に様々な支援（通称「ワン・ストップ・サービス（One Stop 

Service）」）を提供している団体の連絡先 
    ・ 人種差別に遭った際の相談窓口や教育などに関する情報 
 
 (7) その他（周辺住民との関係） 
     周辺住民との関係は良好であり、食糧や医薬品を寄付する住民もあるとの由。 
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Ⅳ．その他の機関における視察調査状況 

 

１．ブリティッシュ・レフュジー・カウンシル（British Refugee Council）  

(1) 概要等 
   (ｲ) 沿革 
       ブリティッシュ・レフュジー・カウンシル（British Refugee Council（ＢＲ

Ｃ））は１９８１年設立の英国で最大のＮＧＯであり、ロンドン、バーミンガム、

イプスヴィッチ、リーズ、クロイドンに事務所がある。 
(ﾛ) 活動内容 

  (a) 政府との契約 
         ＮＡＳＳとの契約に基づき、上陸直後の申請者に対する短期滞在施設の管

理・運営のほか、ＮＡＳＳへの支援申請の補助を行っている。 
    (b) その他の活動 
         申請者への情報提供、デイ・センター（Day Center）の運営、難民として

認定された者に対する職業訓練や語学訓練等の定住支援、親・同伴者のない

子供の難民認定（庇護）申請の補助や生活支援、難民・申請者自身及び支援

者・団体への情報提供のほか、政府への難民政策提言等も行っている。 
  (ﾊ)  施設規模 

当初の政府との契約は３年間で５００ベッド施設管理・運営にかかるもので

締結し、２００３年２月現在、全体で約１１，０００ベッド規模の施設を管理・

運営している。施設は主にＢＲＣと契約を締結したホテルで、契約内容には、

施設の維持管理、食事・生活必需品の提供が含まれる。 
  (ﾆ) 予算 

２００２年度の全体予算は約７，０００万ポンド（約１３４億４千万円）で、

うち８０％が内務省の出資、２０％は自己資金である。 
  (ﾎ) 職員数 
      専従職員４００名、ボランティア４００名。   
    (ﾍ)  他機関との協力体制 
     内務大臣と年一度の会合を持っている他、ＮＡＳＳや他のＮＧＯとも頻繁に会合

を持ち、他機関との協力体制を図っている。 
 (2) ブリクストン（Brixton）事務所における申請者への対応 
    ブリクストン事務所では、ＮＡＳＳとの契約に基 

づき、生活支援申請書記入補助のほか、申請者への 

情報提供、特別なニーズが認められた場合における 

外部機関への繋ぎ等を行っているところ、概要以下 

のとおり。 
  (ｲ) 開所時間と来所者数 

開所時間は月～金曜日、午前９時から午後６時 インフォメーションコーナー 
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までであり、１日の平均来所者は３００～４００人（うち新規来所者は３０～

４０人）。                       
  (ﾛ) 相談の流れ                                      
       来所者は、来所目的に応じ、先着順に①生活支援申請、②宿泊先の手配、③

法律支援、④医療支援、⑤教育支援等の各相談部門に振り分けられ、各部門の

職員による対応を受ける。 
  (ﾊ) デイセンター（Day Center） 

デイセンターは、同事務所の一角に設置された来所者用の待合室であると同

時に、毎日８０～１８０人分の昼食（ボランティアが調理）が提供されるほか、

遊戯具やシャワーも設置されるなど、申請者の休憩場所として機能している。 
また、同センターでは、専門チームによる心理カウンセリング（保健省

（Department of Health）が出資）、健康相談やボランティアによる語学教育等
も  提供されている。 

 

２．チェルシー・メソジスト教会（Chelsea Methodist Church）    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  教会入口 

 

(1) 概要等 
  (ｲ) 沿革 

 約５年前のホームレス増加を受けた聞取り調査の結果、冬期の宿泊先にかか

るニーズが高かったため、教会施設の一部を宿泊用シェルターとして開放した

もの。ホームレス化した難民認定（庇護）申請者がシェルターを利用すること

もあるが、申請者専用の施設ではない。 
  (ﾛ) 活動内容 
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       ロンドン市内にある１４の教会がネットワークを形成し、持ち回りで当日１

泊のみホームレスにシェルターを提供している。宿泊場所の提供期間は１１月

中旬からイースターまでの約６カ月間であるが、洗濯場とシャワー室は通年の

利用が可能となっている。 
  (ﾊ) 施設規模 
       収容人員は４０人程度。宿泊場所は男 

性・女性用に区分されており、１階の応 

接室（２０畳程度）が女性用、２階の集 

会室（４０畳程度）が男性用の宿泊部屋 

として提供される。ベッドは設置されて 

おらずマットと毛布が配付される。利用 

者は同部屋で食事もとる。 
       そのほか、１階には事務所、祈祷室、 

待合室、シャワー室、２階には台所が設 

置されている。 
  (ﾆ)  予算 
      約１２万ポンド（約２，３００万円）。 

本活動は教会ネットワーク独自のもので 

あるため、活動資金は助成や寄付が主で      男性用の宿泊部屋 

あり、政府からの支給は受けていない。 
  (ﾎ) 職員数 

 マネージャー１名、夜間警備員１名、運営スタッフ２名の有給職員のほか、

１５０名程度のボランティアが食事準備等を行っている。 

  (ﾍ) その他 
    資金、ボランティアの確保が課題となっている。 
 
(2) 利用者の概要 
  (ｲ) 利用者は、ロンドン市内で配布されている地図や難民・申請者支援団体を通

じて同教会の情報を入手し来訪する。利用者へは名前以外は問わないため、国

籍や法的地位等は不明であるが、うち数パーセントは難民認定（庇護）申請者

であると思われる。利用希望者のほとんどは男性であるが、毎晩２～３人の女

性もある。 
  (ﾛ) 宿泊は、利用券を入手（先着順）した者につき１泊のみ可能であるが、券を

入手すれば何回でも利用できる。なお、シャワー室、洗濯室は日中も使用可能

である。 
(ﾊ)  特別な規則等は設けられていないが、飲酒・喫煙は禁止されている。 
(ﾆ)  食事は４５人分が１日２食（夕・朝食）提供され、ボランティア１０名が交

代で教会内にある台所で調理・配給している。 
(ﾎ) 週に１度外来による精神ケアが行われるが、その他の医療支援は行われてい

ない。 
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フローチャート 
（難民認定（庇護）手続と社会保障との関係） 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
BAFI: Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge/連邦移民・難民庁 
 
 
 
 
 

難民認定（庇護）手続 社会保障 

BAFIへの難民認定（庇護）申請 

認定 不認定 

不認定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
無
料
の
医
療 

 難民（庇護）申請表明 

行政裁判所への
不認定取消訴訟 

 
 
各州による 
支援 

（NGO運営の 
第一次施設、 
社会的支援、 
金銭援助） 

 

 
一般の社会
保障制度 

 

BAFIによる個別審査 

認定 

憲法裁判所への
違憲訴訟 

不認定 

認定 

 
 
 
 
 
各州による 
支援 

（NGO等運営の 
第二次施設、 
社会的支援、 
金銭援助） 

 

３ヵ月目まで 

４ヵ月目以降 

※難民（庇護）申請時、既に3年以上ドイ
ツに滞在している者 
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Ⅰ．難民認定（庇護）手続・申請者の取扱い等 
 

１．難民認定（庇護）手続 

 (1) 概要 
  (ｲ) 難民認定（庇護付与）の判断は内務省所管の「連邦移民・難民庁（Bundesamt 

fuer die Anerkennung auslandischer Fluchtlinge）」が所管している。連邦移
民・難民庁は、２００２年７月に「連邦難民認定庁」が改組され発足した組織

である。 
  (ﾛ)  難民認定（庇護）手続は、国境（国境警備局）、申請者受入施設、外国人局な

いしは警察署で行うことが可能であり、申請の意思を口頭、文書またはその他

の手段をもって表明することにより開始される。 
       国境で申請意思を表明した場合は、申請者の「安全な第三国」の経由の有無

について国境警備局による審査が行われる。「安全な第三国」は、フィンランド、

ノルウェー、オーストリア、ポーランド、スウェーデン、スイス、チェコであ

る。 
       申請意思を表明した者は、受入施設への入所を割り当てられ、入所後に管轄

州の連邦移民・難民庁（出張所）に正式に申請を行う。 
  (ﾊ)  難民認定（庇護付与）の判断は連邦移民・難民庁が行うが、不認定判断に不

服があれば、行政裁判所に申し立てることができる。最終的には憲法裁判所ま

で争い得る。 
 
 (2) 難民認定（庇護）申請処理状況 
  (ｲ) 難民認定（庇護）申請件数は、１９９２年には４３万件であったが、その後の

難民認定（庇護）関連法令改定による影響などから、２００２年は８万件に止

まっている。申請者の主な出身国はイラク、トルコ、旧ユーゴ、ロシア等であ

る。 
   (ﾛ) 連邦移民・難民庁による審査所要期間は、１カ月以内約３０％、３カ月以内約

７０％となっている。また、不認定とされた者の９０％が行政裁判所に不服申し

立てを行うが、大半は却下されている。裁判には通常１～２年、州によっては約

４年を要する場合もある。 
 

２．申請者の取扱い 

 (1) 申請者受入施設への入所 
  (ｲ) 施設の分類 
   (a) 第一次施設 
        申請の意思を表明した者は、管轄州（管轄州・自治体が明らかでない場合

は最寄りの）の「第一次施設」での入所が義務付けられており、同施設での
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滞在期間は、連邦移民・難民庁による審査が終了するまで、最長３カ月とな

っている。 
   (b) 第二次施設 
     連邦移民・難民庁による審査の遅延、あるいは不認定判断に対する行政裁判

所への不服申立等により、滞在期間が３カ月を経過した場合、申請者は第一

次施設への入所義務はなくなるが、公共及び申請者当人の利益の観点から、

「第二次施設」等の集合居住施設での入所義務が課せられる。 
  (ﾛ) 入所義務 
   第一次・第二次施設への入所義務は、申請者の所在を明らかにすることが目的

であり、拘束的措置とは異なる位置付けとされている。 
   これら施設入所中に、ドイツ人との婚姻等により滞在資格を取得した場合は入

所義務を免れることとなる。また、申請時に残余期間が６カ月以上の滞在許可を

有する者は、入所義務を課せられない。 
  (ﾊ) 移動の自由 
   (a) 第一次・第二次施設への入所を義務付けられている者の行動範囲は、当該

施設を管轄する自治体の行政区域に限定される。しかし、 
     ① 緊急の理由がある場合 
     ② 代理人、ＵＮＨＣＲ及び難民支援機関等へ赴く必要がある場合 
     ③ 裁判、行政機関への出頭を求められた場合 

は、連邦移民・難民庁は許可された行動範囲を一時的に離れることを許可で

きる。 
   (b) 施設への入所義務を有さない者の行動範囲も同様であるが、 
     ① 公益上の喫緊の理由がある場合 
     ② 許可を与えないことが極めて過酷であると認められる場合 

は、外国人局は許可された行動範囲を一時的に離れることを許可できる。な

お、これらの者については、各州の法定により、事前の許可無く別の自治体

で滞在することが認められる場合がある。 
 
 (2) 在留許可 
  申請者は、申請意思の表明の時点から滞在が認められ（滞在許諾＝

Aufenthaltsgestattung）、「滞在許諾」にかかる証明書（滞在許諾証明書）が発行
される。 

   なお、申請時に在留許可を有し、その残余期間が３カ月未満の場合には、当該

許可は消滅される。 
 
 (3) 就労許可 
  第一次施設入所を義務付けられている間は、就労は許可されない。同施設入所義

務を有さない者については、ドイツ労働市場に負の影響を及ぼさないこと、ドイツ

人労働者と同等の条件で扱われることなどを条件として許可される。 
  しかしながら、昨今の高失業率に鑑み、連邦労働社会省は、１９９７年以降に入
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国した申請者について労働許可を付与しない方針を連邦雇用庁に指示している。 
 (4) 申請者への生活支援 
  (ｲ) 施設入所を義務付けられている間は、「難民認定給付法」による給付が行われ 

る。給付対象は、滞在を許諾された者で、基本給付として食糧、衣料等が現物

支給、暖房、医療等が実費支給される。ただし、衣料については商品券等が支

給される場合もある。 
   このほか、個人にかかる費用として、１４歳以下の者には月額２０．４５ユ

ーロ（約２，６２０円）、１４歳以上の者には４０．９０ユーロ（約５，２４０

円）の現金が支給される。 
 (ﾛ) 施設への入所義務を有さない者については、原則として現金が支給されるが、
他に生計を賄う者がある場合は給付の対象外となる。 

  (ﾊ) このほか、疫病や出産の際には特別給付がなされる。 
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Ⅱ．難民認定（庇護）申請者受入施設の概要 
 

１．主管官庁・予算措置等 

 (1) 主管官庁 
  申請者受入施設に関する事項は、「庇護認定法（Asylverfahrensgesetz）」に規定
されており、同法に基づき、各州政府（自治体）が受入施設の管理・運営、申請者

への生活支援等所管している。 
 
 (2) 施設数、規模、配置 

ドイツでは、１９８０年代後半以降、東独を経由してきた申請者が西独の大都

市に集中的に流入した状況を受け、各州の負担分担を目的とした１９９２年の法

改正に伴う全州政府の合意により、全土の申請者を各州が分散して受け入れるこ

ととなった。 
受入れの割合は人口に応じて決定され、各州政府は、その割合（申請者数）に

対応可能な施設の確保、及び同施設の管理・運営が義務付けられている。なお、

調査先のベルリン州は、全申請者の２．２％を受け入れることとなっている。 
 
 (3) 予算措置 
   連邦政府ではなく各州政府の責任において予算措置がなされている。すなわち、

連邦政府から各州へ関連予算が配分される形態ではなく、各州は税収等を財源に

自由裁量で予算額を決定することができる。なお、調査先のベルリン州政府から

は、年額予算については聴取できなかった。 
 
 (4) 運営主体 
 第一次・第二次施設ともに、実際の管理・運営は、州政府と委託契約を締結し

たＮＧＯである。 
 

２．入所手続（ベルリン州の場合） 

 (1) 施設の割当て 
  (ｲ) ベルリン州で申請意思を表明した者は、受付機関での身分事項確認後、「ベル

リン州保健社会庁（Landesamt fuer Gesundheit und Soziales）」のコンピュー
タ・プログラムにより、即時に第一次施設が割り当てられる。 

   割当てに当たっては、人種や希望等は考慮されず、近隣施設の空き状況に応じ

て自動的な割当てがなされる。ベルリン州内に空きがない場合は他州の施設に割

り当てられるが、家族が既にいずれかの施設に入所している場合は考慮の対象と

なる。 
 (ﾛ) 申請の意思を表明した者は、身分事項確認から入所施設割当てまでの間（通常



 

65  

１日）、最寄の受入施設に滞在することが可能である。なお、入所先施設では、

人種、性別等に応じて居住棟が区分されている趣である。 
 (2) 入所後の措置 
  (ｲ) 入所先施設が割り当てられた者は、申請意思表明を行った州に所在する連邦移

民・難民庁（出張所）に出頭し、正式な申請の期日の設定と今後の手続にかか

る説明を受けると同時に、身分証明書と入所施設までの片道切符を受領する。 
  (ﾛ) 第一次施設における滞在期間が３カ月を経過した申請者についても、保健社会

庁が同様に第二次施設への割当てを行う。 
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Ⅲ．受入施設視察調査状況 
 

１． 第 一 次 施 設 「 ア ウ フ ナ ッ ハ ミ ー テ ィ ン リ ヒ ト ゥ ン グ

（Aufnahmeetinrichtung）」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             居住棟と管理棟（右手前） 
 
 (1) 施設概要等 
  (ｲ) 沿革・運営主体 
      ベルリン市郊外の工場地帯の一角に州の施設として１９９０年に建設され、

１９９８年に第一次受入施設としての機能を開始した。運営は、ベルリン州（保

健社会庁）との委託契約に基づきＮＧＯが行っている。 
  (ﾛ) 施設規模 
   (a) 同施設の敷地面積は８，４００㎡、３階建ての居室棟３棟と事務所管理棟

の周囲には塀・鉄条網が設置されており、施設への出入り口は１カ所で、守

衛室が設置されている。 
   (b) 受入れキャパシティは５００ベッドで、２６３部屋（２人部屋１３８室、

３人部屋１０７室、４人部屋１８室）を擁する。トラウマ等のため静かな環

境が必要とされる単身女性専用のフロアーは区分されており、男性の入室は

禁止されている。居住棟には、各階に共同施設（台所、シャワー、トイレ、

洗濯室）のほか、ソーシャルワーカーの相談室や子供のための遊戯室が設置

されている。 
         視察した３人部屋は１０畳程度、２人部屋は８畳程度の広さで、棚、机、

冷蔵庫、洗面所等が備えられていた。 
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      ３人部屋                 ２人部屋 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       台所                 シャワールーム 
  
  (c) 管理棟には、事務室、法律相談室等が設置されている。 
  (ﾊ) 予算 
   (a) ２００３年１月１日現在、入所者１人１日当たりの経費（食費を除く施設

の人件費、借地費、光熱費、清掃費、警備費等）として州政府より支給され

るのは、１０．２０ユーロ（約１，３００円）である。 
        年間を通じ定員を満たした場合の経費は１８６万１，５００ユーロ（約２

億３，８３０万円）（１０．２０ユーロ×５００人×３６５日）であるが、定

員を欠いて運営された場合は１ベッド当たり８．４２ユーロ（約１，０８０

円）に減額され、逆に定員を超過した場合は 1 ベッド当たり２．１６ユーロ
（約２８０円）増額される。この他に１５，６００ユーロ（約２００万円）

が運営費としてかかる。 
   (b) 州政府との契約は１年更新で、毎月末に入所状況及び経理状況応じた請求

書をベルリン州に提出し、後払いで経費を受領することとなっているが、実

質経費うち５％は自己資金を投入している実情にある。 
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 (2) 運営体制 
  (ｲ) 執務体制 
       １４名（所長１名、ソーシャルワーカー２名、ケアワーカー３名、保育士１

名、用務員５名、事務員２名）で事務員以外は常勤職員である。 
       英語、フランス語、アラビア語に対応できる職員が配置されているが、申請

者が要請した場合は州保健社会庁が通訳の手配について考慮する。 
  (ﾛ) 緊急時の対応 
      午前８時から午後４時までは常勤職員、その他の時間帯は職員１名が常駐し、

緊急時（火災等）の対応に当たっており、緊急用の州政府とのホットラインも

敷設されている。 
       警備は外部委託しており、２４時間体制で施設入口守衛室に警備員が常駐し

ている。 
 
 (3) 入所者の概要 
  (ｲ) 入所者数と出身地域 
      調査時における入所者数は４５０人で、国籍は２９に及び、旧ソ連や旧ユー

ゴスラビアの出身者が多い。 
  (ﾛ) 月平均の新規入所者数、平均入所日数 
      不明（統計を作成していない由） 
 
 (4) 入所者の処遇 
  (ｲ) 活動規制 
      各言語に翻訳された入所規則があり、入所者は規則の内容を確認し署名するこ

とを義務付けられている。特に外出制限は設けられておらず、２４時間出入りが

でき、外出時のチェックも行われていないが、帰所時は守衛が入所証明書を確認

している。 
  (ﾛ) 給食 
      外部からのケータリングによる１日３食（普通食とベジタリアン食の２種類）

の給食に加え、共同台所での調理も可能。 
  (ﾊ) 生活費の支給 
       施設では、必要最低限の生活用品（せっけん、シャンプー、食器等）が現物支

給されている。 
      また、州保健社会庁が申請者に対し発行するチップカードで必要品を購入する

ことができるほか、１４歳以上の申請者には月額４０．９０ユーロ（約５，２４

０円）の小遣いが現金で支給される。支給を受けるには、月１回の指定日に州保

健社会庁へ出向く必要がある。 
  (ﾆ) 就労許可 
      第一次施設入所者の就労は法的に許可されていないが、ベルリン州政府の方針

により、同施設の入所者は月４０時間共同作業（清掃、メンテナンス、補修工事

補助等）に従事することとされており、１時間１ユーロが対価として支給される。 



 

69  

 (5) その他の支援 
  (ｲ) 教育、職業訓練等 

(a) 児童は地域の学校に通学が可能である。 
(b)  調査先施設では大学生が無料でドイツ語教室（週２回・午後６時から１０時
まで）を開講しているが、州政府としては特に語学教育、職業訓練は行ってい

ない。 
  (ﾛ) 医療・健康管理、メンタルケアの実施  
      新規入所者は、２週間に１度巡回するレントゲン撮影用バスで検診を受ける。 
   施設には医療スタッフは常駐しておらず、必要な場合は外部の医療機関で診療を
受けることとなるが、原則としてドイツ国民と同等の医療サービスを受けること

が可能であり、医療機関は州保健社会庁に直接請求し全額支払いを受ける。 
      現在、ベルリン州では施設への医療スタッフの配置を検討中の由である。 
  (ﾊ) 法的扶助 
      施設内の法律相談室に定期的に弁護士が来所している由であるが、具体的な対

応状況は不詳。 
 
 (6) その他（周辺住民との関係） 
    周辺が工場地帯で一般居住区でないこともあり、周辺住民とのトラブルはない
由である。 

 

２ ． 第 二 次 施 設 「 ゲ メ イ ン シ ャ フ ト ス ン タ ー ク ン フ ト

（Gemeinschaftsunterkunft）女性専用施設」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                施設入口 
 

 (1) 施設概要等 
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  (ｲ) 沿革・運営主体 
      ベルリン市内の住宅街に所在する４階建て独立家屋で、１９９５年ボスニア内

戦の激化に伴い、内戦から逃れてきた女性の難民認定（庇護）申請者が増加、特

に暴力を受けた女性専用施設設置のニーズが高まり、州政府、赤十字との共同プ

ロジェクトとして開設されたが、１９９８年以降はボスニア以外の申請者も受け

入れている。運営は、ベルリン州（保健社会庁）との委託契約に基づきドイツ赤

十字が行っている。 
  (ﾛ) 施設規模 
      受け入れキャパシティは６５人、部屋はすべて個室で、３階は高齢者用フロア

ーとなっている。台所、シャワー室、トイレ、洗濯室、集合室、子供用のプレー

ルーム等の共同施設備えられ、各階には電話も設置されている。洗濯室は洗濯機

が６台、台所はコンロ８台、シンク４台とそれぞれ大型な規模となっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        洗濯室 
 
     部屋の様子                 洗濯室 
                             
(2) 運営体制 
  (ｲ) 執務体制 
       所長１名、ソーシャルワーカー２名（常勤１名、非常勤１名）、子供のケアワ

ーカー１名（非常勤）、事務員（非常勤）１名、用務員（非常勤）１名のほかに

ボランティアスタッフがいる。警備は外部委託している。 
      なお、職員は英語・フランス語・ロシア語、セルボ・クロアチア語、ペルシャ

語を解し、入所者が必要とする言語に対応可能となっている。 
  (ﾛ) 緊急時の対応 
      午前６時半から午後７時半までは職員によるシフト制交代勤務で、それ以外の

時間帯は警備員が常駐しており、２４時間緊急対応が可能。 
 
 (3) 入所者の概要 
  (ｲ) 入所者数と出身地域 
      入所対象者は単身女性とその子供であり、調査時の入所者数は６２人（大人４
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５人、子供１７人）。なお、難民認定（庇護）申請者のほか、ボスニアからの避

難民で滞在を容認された者、医師の診断に基づき特別滞在許可（２年間）を付与

された者も入所している。入所者は、ボスニア、チェチェン、アゼルバイジャン

などの出身者が多い。 
  (ﾛ) 月平均の新規入所者数、平均入所日数 
      不明（統計を作成していない由） 
 
 (4) 入所者の処遇 
  (ｲ) 活動規制 
      アンケートにより入所者の同意を得た入所規則があるが、入所者はその範囲内

で自由に生活をしている。外出制限は特に設けられておらず、夜間は警備のため

入口を閉鎖するものの、呼鈴で守衛に知らせ施設に入ることができる。 
     なお、男性の部屋への入室は禁止されており、男性が入所者との面会を希望す

る場合は、共同の集会室が使用される。 
  (ﾛ) 給食 
      食事はすべて自炊となっている。 
  (ﾊ) 生活費の支給 
      申請者は州政府発行のチップカード等を受給できる。 
 
 (5) その他の支援 
  (ｲ) 教育、職業訓練等 
      児童は地域の学校に通学可能である。また、週に１回ボランティアがドイツ語

教室を開講している。 
  (ﾛ) 医療・健康管理、メンタルケアの実施 
      医療は、第一次施設同様、外部診療（医療費は無料）となる。また、設立経緯・

入所対象等の関係から、メンタルケアに関しては精神科医と密接に連携している

ほか、保健社会庁の心理的・精神ケア専門部署でセラピーを受けている入所者も

いる。 
 
 (6) その他 
  (ｲ) 周辺住民との関係 
      設立当初は周辺住民から苦情や抗議もあったが、現在は良好な関係を保ってお

り、周辺住民を招いた夏期の屋外パーティーなどの交流も図られている。 
  (ﾛ)  他機関との関係 
    ＵＮＨＣＲやアムネスティ・インターナショナル等のＮＧＯと会合を持ち、連携

を図っている。 
  (ﾊ) 問題点 
       同施設の職員は、施設退所後の自立を念頭に支援を行っているが、入所者の文

化的背景や社会的環境等から、退所後の就職が困難で生活保護を受給する者が多

い実情にある。また、滞在許可を持ちながらも、１人で生活することに困難を覚
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え、施設での生活継続を希望する高齢者もいる。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



　　調査国及び日本の統計比較

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  年平均 庇護国人口  人口比 庇護国面積
（100万人） （10万人 （平方キロ）

  あたり）

フランス
難民認定(庇護）申請 28,870 27,560 25,960 20,329 17,405 21,416 22,377 30,907 38,747 47,291 28,086 58.89       48 552
一次審査（難民認定数）       10,266 9,914 7,026 4,742 4,344 4,112 4,342 4,659 5,185        7,323 6,191       11
異議申立 26,060 19,179 16,954 17,364 13,622 13,600 13,487 15,691 20,124 16,140 18,222       31
異議審査（難民認定数） 2,816 1,419 1,009          696          861         836 1,172 1,297 1,844 2,380 1,433        2
人道的配慮 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー

ベルギー
難民認定（庇護）申請 17,650 26,880 14,350 11,420 12,430 11,790 21,970 35,780 42,690 24,550 21,951 10.25 214        31
一次審査（難民認定数）         757 1,026 1,492 1,295 1,561 1,717 1,458 1,230 1,192          898 1,263       12
異議申立 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 1,479 1,479       14
異議審査（難民認定数）         141         100           96         112         116         151         241         250         189         259         166        2
人道的配慮 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー         750 　　  　ー 750        7

英国
難民認定（庇護）申請 32,300 22,370 32,830 43,965 29,640 32,500 46,015 71,160 80,315 88,300 47,940 59.50       81 243
一次審査（難民認定数） 1,900 1,590 825 1,295 2,240 3,985 5,345 7,815 10,605 14,410 5,001        8
異議申立 　　  　ー 　　  　ー 10,580 14,035 22,985 20,950 14,320 6,615 46,190 74,365 15,069       25
異議審査（難民認定数） 　　  　ー 　　  　ー       95         230         515 1,180 2,355 5,280 3,340 9,855 2,856        5
人道的配慮 21,680 11,125 3,660 4,410 5,055 3,115 3,910 2,465 11,475 26,880 9,378       16

ドイツ
難民認定（庇護）申請 438,191 322,599 127,210 127,937 116,367 104,353 98,644 95,113 78,564 88,287 159,727 82.02 195 357
一次審査（難民認定数） 9,189 16,369 25,578 23,468 24,100 18,222 10,260 9,584 10,894 17,547 16,521       20
異議申立 　　  　ー 　　  　ー 36,787 　　  　ー 39,014 32,826 47,347 44,785 43,206 39,084 40,436       49
異議審査（難民認定数） 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 1,060         677         552 5,172 1,865        2
人道的配慮 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 3,631 2,082 2,768 2,537        2,100        1,597 3,383 2,585        3

日本
難民認定申請           68           50 73 52 147 242 133 260 216 353 159 126.87 0 378
一次審査（認定数） 3 6 1 1 1 1 15 13 22 24 9 0
異議申立 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 　　 ー
異議審査（認定数） 　　  　ー 　　  　ー 　　  　ー 1 　　  　ー 　　  　ー 1 3 　　  　ー 2 2 0
人道的配慮 2 3 9 3 3 3 42 44 36 67 21 0

注１）フランス下線部統計　      出典：ＯＦＰＲＡ, LES CHIFFRES CLRE "ASILE", Novembre2002
注２）英国下線部統計　  　   出典：Home Office, Asylum Statistics United Kingdom 2001, 31July 2002
注３） ドイツ下線部統計  出典：Bundesamt, Zuwanderung und Asyl in Zahlen,2002
注４）日本統計　　　　　 　 出典：法務省「難民認定申請及び処理数の推移」平成14年12月31日
注５）注１）～注４）以外の統計　 出典：UNHCR, Statistical Yearbook 2001
注６）庇護国人口、面積 出典：2002年版『世界の国一覧表』財団法人世界の動き社
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第１８回難民支援懇談会プログラム 

平成１５年２月２８日 

難民事業本部 

 

Ⅰ． 開会の辞 

    難民事業本部 本部長 太田 裕造 

 

Ⅱ． 調査団報告（全体報告） 

 １． フランス、ベルギー、英国、ドイツにおける難民認定（庇護）申請者受入施設（調査の目的、     

概要、成果等）（１４：０５～１４：２０） 

     外務省 国際社会協力部 人道支援室 山本 格   

 

 ２． 調査国における難民認定（庇護）申請者受入施設の特徴 

    （１４：２０～１４：４０） 

      難民事業本部 企画調整課 大原 晋 

 

 休憩  １４：４０～１４：５０ 

 

Ⅲ． 調査団報告（テーマ別報告） 

 １． 日本における施設と比較して（ジェラハウス管理・運営の立場から） 

    （１４：５０～１５：０５） 

      日本福音ルーテル社団 森川 博己 

 ２． 調査国における難民認定（庇護）申請者への情報提供サービスについて 

    （１５：０５～１５：２０） 

      難民支援協会 筒井 志保・黒木 彩子 

 ３． 調査国における難民認定（庇護）申請者、特に女性と子供への支援について 

    （１５：２０～１５：３５） 

      日本国際社会事業団 大場 亜衣 

 

Ⅳ． 質疑応答（１５：３５～１６：００） 

 

Ⅴ． 閉会の辞 

    難民事業本部 企画調整課長 保坂 勝彦 
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第１８回難民支援懇談会概要 

 平成１５年３月１０日 

（財）アジア福祉教育財団 難民事業本部 

企画調整課 

             

開催日時：平成１５年２月２８日（金） １４：００～１６：３０ 

開催場所：難民事業本部 ３階会議室 

出  席：１２団体３８名 

 

Ⅰ．開会の辞（難民事業本部 本部長） 

 

Ⅱ．調査報告 

１． 調査の目的、概要、成果等（外務省 国際社会協力部 人道支援室 山本 格） 

(1)  目的 

    我が国においては、近年、難民認定申請・認定ともに件数が増加傾向にあるが、

難民認定申請者のみならず難民認定を受けた者に対しても包括的な支援スキー

ムが存在しない状況について、人種差別撤廃委員会からの勧告や、緒方前難民高

等弁務官のコメント等で指摘を受けていた。この点については外務省としても問

題意識を有しており、対応検討の基礎資料として昨年度に難民事業本部への委託

により難民認定申請者等の生活実態調査を実施（実施機関は難民支援協会）、そ

の結果、住居の確保が大きな困難の一つであることが判明した。 

     一方、同調査終了後間もない昨年５月に在瀋陽総領事館事件が発生、世論・国

会の反応や、与党からの難民政策提言など、我が国の難民政策見直しに向けた機

運が高まり、難民認定申請者の在留の安定化、生活支援等についても関心を集め

ることとなった。 

以上の状況を受け、外務省では、来年度の生活に困窮する難民認定申請者の保

護事業について、予算の拡充を図ったところである。現行の保護措置は、資料（別

添１）のとおり現金を支給しているが、住居に関しては、保証人の確保や敷・礼

金等の一時金の工面などの問題もあることから、直接的な「屋根」の提供、いわ

ゆるシェルターを設置することとした次第である。 

本件調査は、シェルター設置のためのパイロット調査として、欧州４カ国の政

府機関、難民支援ＮＧＯとの意見交換、関係施設の視察を行ったものであり、各

国の状況の詳細については別途報告書を作成する予定であるが、本日の報告会は

切り口を変えて、各調査員の所掌分野を通じた視点で所感を述べてもらうことと

している。なお、この調査と同時並行して、我が国内における難民認定申請者の

住環境調査も実施中であるので申し添える。 
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(2)  概要 

    難民認定（庇護）手続と社会福祉スキームの関係は、各国のフローチャートを

参考にしていただきたいが、今回の調査は、難民認定（庇護）申請のどの段階で

どのような社会福祉・生活支援スキームが存在するかという点に着眼して実施し

ており、認定（庇護）手続については掘り下げなかった。また、難民認定（庇護）

申請件数等についても、家族単位で１件とカウントしている国もあれば、個人単

位でカウントしている国もあり、統計上の比較が困難な面もあることをあらかじ

めお断りしておく。 

(ｲ)  各調査先国に共通して、植民地と旧宗主国の関係、あるいは１９６０年台の

経済成長期における外国人労働者の受入れなどの経緯から、「外国人が隣人で

ある」との風土や意識が確立しており、それら外国人（難民）への支援に税金

が使われることに、ある種の社会的コンセンサスが形成されている趣であった。

その一方、難民認定（庇護）申請者を法的・社会的に不安定な状況に置くこと

は、かえって治安や労働市場の不安定化要因となるとの認識も窺われ、手厚い

支援の提供は、換言すれば「社会不安の事前予防措置」とも見受けられた。 

(ﾛ) 難民認定（庇護）申請者に対する支援に関し、特に注目された点は以下のと

おりである。 

(a)  申請受理直後から社会福祉・生活支援がスタートする制度となっている。

（なお、ドイツについては、難民（庇護）申請を受理する以前に支援開始。） 

(b) 難民認定（庇護）手続と社会福祉・生活支援の提供は別省庁の所管であり、

受入れの可否判断という難民（外国人）行政と、当面の生活上の各種支援と

は別の観点で行政が行われている。 

      (c) 申請者のニーズが十分に踏まえられており、例えば、生活上絶対必要な食

事、住居、医療はもとより、支援に当たっての通訳の確保、補助的な子女教

育の実施、精神的トラウマ対応等の各種ソーシャル・ケアなども必要に応じ

て提供されている。 

(d)  申請者支援の予算は政府（地方自治体）が措置しているが、現場での支援

は政府等と契約しているＮＧＯが実施している。一方、これらＮＧＯは、地

域社会と密着した活動や、政府との契約外の独自の難民（申請者）支援活動

など、政府との契約事項のみに拘束されない独自性も確保していると見受け

られた。 

(ﾊ) 欧州諸国では、９．１１の同時多発テロ事件の影響や、不況、高失業率など

の社会不安から、右翼勢力の台頭や外国人政策の厳格化が進行していることは

周知のとおりであり、これに伴い各国の難民政策もまさに揺れ動いている最中

であった。今回の調査でも、 

(a)  フランスにおける審査期間短縮の取り組み（現行の数年を数カ月に） 

(b)  ベルギーにおける滞在施設運用の変更（申請者は一義的に大規模施設へ入

所） 

(c)  英国における難民関係法令改正などの動きを見聞きしてきたところであ

る。また、英国の抜本的法改正の背景には、従前の就労許可や現金支給など
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の手厚い支援が呼び水となり、フランス側からドーバー海峡トンネルを  通

過して多数の申請者が流入したことなどがあり、共通の難民政策を策定中の

ＥＵ内でも確執や国ごとの事情の相違が認められる状況であった。 

(ﾆ)  しかしながら、変動の最中にあるとはいえ、欧州諸国の難民受入れに対す

る考え方は、依然我が国とは基本的に異なっていることについては言を待た

ない。配布した調査国と日本の対比資料（別添２）に基づく安直な分析は危

険ではあるが、面積・人口・ＧＮＩと難民受入数の関係は、我が国に深刻な

問いを投げかけると考える。 

 

(3) 成果 

(ｲ) 当然のことながら、今回の調査先国での取り組みや政策をそのまま我が国

に適用することはできないが、難民認定（庇護）申請者支援における各省庁

の役割、政府・ＮＧＯ間の関係等については、大いに得るところがあった。

外務省が難民事業本部へ委託している難民認定申請者保護事業費の総額は、

平成１４年度は２，９００万円程度、次年度はシェルター設置を含めて拡充

を図ったとはいえ４，６００万円程度である。我が国にはこれ以外に政府の

難民認定申請者支援スキームはないことも踏まえ、今後、支援内容のあり方、

各省庁の役割、予算措置などについて、内閣官房を始め関係省庁とも協力し

て検討していきたい。 

(ﾛ)  本件調査はシェルター設置のためのパイロット調査であることは前述の

とおりであり、最初から欧州諸国レベルのものは無理としても、我が国にシ

ェルターを設置すること自体が重要な意味を持つと考えている。外務省とし

ては、シェルターの運営・管理の委託も視野に、当初からＮＧＯに参画いた

だくことが不可欠と考えているが、ソーシャル・ケア、法的アドバイス等の

分野でも積極的に協力いただければ、さらに良いものができるのではないか

と期待している。 

(ﾊ)  明らかな成果として報告できるのは、参加いただいたＮＧＯ調査員のみな

らず、外務省のキャパシティ・ビルディングも図られたという点である。可

能な限りの事前調査を行ったつもりではあったが、「聞くと見るでは大違

い」という感があり、この種調査の継続の必要性を認識した。この報告会ご

参加の皆様にも関心を持っていただき、難民認定申請者への支援やこの種調

査のあり方等につきコメントをいただければ幸甚である。 

 

２．難民認定（庇護）申請者受入施設の特徴（難民事業本部 企画調整課 大原 晋） 

(1) はじめに 

      本件調査では、フランス、ベルギー、英国、ドイツの難民認定（庇護）申請者

受入施設を視察した。この報告会では、視察した施設のうち３カ所の施設を紹介

するが、各国はもとより、国ごとにおいても施設の規模、施設内でのサービスは

多種多様であり、紹介する施設が調査国の施設のすべてではないことをあらかじ

めお断りしておく。また、調査団が視察した施設は、設備・サービス共に充実し
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た施設を視察したとも考えられることを申し添える。なお、英国に関しては、後

ほど詳細な説明があるため省略させていただく。 

 

(2) フランス共和国における難民認定（庇護）申請者受入施設 

(ｲ) 施設への入所申請は、他国が難民（庇護）申請を処理すべきではないか、安

全な第三国を経由しているのではないか等、形式的要件に係る審査（事前審査）

を通過した者が行うことができる。 

(ﾛ) 難民認定（庇護）申請者受入施設は「ＣＡＤＡ」と「ＣＡＤＡ」に入所でき

ない者のために設置されている「緊急受入施設」に分類されるが、このうち「Ｃ

ＡＤＡ」は政府（社会労働連帯省）との委託契約の下、ＮＧＯが管理・運営し

ている施設で、フランス全土に１４０カ所あり、計１０，３５０人のベッド数

を有する。 

ここでは、調査団が視察した「ＣＡＤＡ」の１つ、クレテイユセンターを紹

介する。 

(ﾊ) クレテイユセンター 

(a) クレテイユセンターは、パリ郊外に位置する、フランスで最も古く規模の

大きい施設である。設立当初はインドシナ難民の受入施設であったが、現在

は難民認定（庇護）申請者、難民等の受入施設としての機能を有している。 

(b) クレテイユセンターは、総ベッド数２６５、うち難民認定（庇護）申請者

用のベッド数が１５０の施設で、入所者の出身国は約４０カ国、総勢２５名

のスタッフで管理・運営されており、管理・運営費用は年間約２億６千万円

である。 

(c) センター内では食事、教育、医療等、種々のサービスが提供されている。

食事は、入所当初２カ月はビュッフェ形式で提供されるが、３カ月目以降は

自炊も可能で、その際は生活費が増額されることから、入所者の９割は自炊

を選択しているとの由。 

(d) フランスでは１９９１年に難民認定（庇護）申請者に対する語学教育が中

止されていることから、センター内での語学教育は実施されていないが、同

センターで実施されている難民への語学教室に申請者も参加可能である。 

(e) クレテイユセンターはフランスにおいて唯一医療機能を有するＣＡＤＡで

あり、医師２名、精神科医１名、児童専門医１名が週に１度来所し、入所者

の健康管理にあたっているが、センターでの診療は検査のみであり、実際の

治療は外部の医療機関で受診することとなっている。 

 

(3)  ベルギー王国における難民認定（庇護）申請者受入施設 

(ｲ)  ベルギーにおける難民認定（庇護）申請者受入施設は政府、地方自治体及び

ＮＧＯが管理・運営する施設に分類される。 

(ﾛ) 「政府管理運営施設」は全国に４１カ所、７，１０９ベッド、「地方自治体管

理・運営施設」及び「ＮＧＯ管理・運営施設」は全国に３１６カ所あり、それ

ぞれのベッド数は「地方自治体管理施設」が６，２４４ベッド、「ＮＧＯ管理・
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運営施設」が１，３５０である。なお、「ＮＧＯ管理運営施設」は普通の住宅を

借り上げたものである。ここでは、「政府管理運営施設」のプチ・シャトーを紹

介する。 

(ﾊ) プチ・シャトー 

(a) 同施設は、１９８７年に設立された難民認定（庇護）申請者専用受入施設で、

収容人員６５０人、入所者の出身国は４０カ国、スタッフ１００名及びボラン

ティア５０名で管理・運営されているベルギー最古の施設である。 

(b) 施設内には、コンピュータ室、フィットネスルーム、テレビールーム、映画

館等の娯楽施設も完備されており、調査団が訪問した中ではもっとも充実した

設備を有する施設であった。 

(c)  食事は、単身者に対してはケイタリングサービスによるものを食堂で提供す

るが、家族に対しては調理材料を購入するためのクーポン券を渡し自炊するこ

とも認めている。 

(d) ベルギーでは申請者の就労を許可しておらず、申請者が外部で就労すること

はできないが、施設内では施設清掃等の就労が認められており、就労時間に応

じて少額の給与の支払いもされていた。 

(e) その他、施設内では、教育、法律及び医療相談等のサービスが提供されてい

たが、基本的に外部の専門家とのブリッジの役割を果たすサービスのみに限定

されていた。 

(4) ドイツ連邦共和国における難民認定（庇護）申請者受入施設 

(ｲ) ドイツにおける難民認定（庇護）申請者受入施設には、難民認定（庇護）申請

表明後、最初の３カ月入所する「第一次施設」と３カ月目以降入所する「第二

次施設」に分類される。フランス、ベルギー、英国では、政府に居所を報告し

ていれば施設への入所の義務は課されないが、ドイツは入所の義務が課される

ところに特徴がある。また、注目すべきは、施設運営が連邦政府予算から措置

されたものではなく、州政府予算から措置されているところであり、施設の運

営の主体は、州政府との委託契約に基づくＮＧＯである。 

       調査団はベルリン州を訪問したところ、ここではベルリンに所在する難民認

定（庇護）申請者の第一次施設アウフナッハミーティンリヒトゥング

（Aufnahmeetinrichtung）を紹介する。 

(ﾛ) アウフナッハミーティンリヒトゥング 

(a)  同施設は、ベルリン市郊外の工場地帯の一角に設置されている。３階建ての

居室棟３棟と事務所管理棟で構成されており、周りは２ｍ程度の塀及び鉄条網

で囲まれているベッド数５００の施設である。 

(b) 食事はケイタリングサービスで提供され、普通食、ベジタリアン用２種類が

提供される。 

(c) ベルリン州としては特に教育支援を実施していないが、同施設に関しては週

２回、大学生がプロジェクトの一環として無料でドイツ語教室を開講している。 
(d) 難民認定（庇護）申請者の就労は許可されていない。ただし、ベルリン州政

府の方針により同施設の入所者は、施設内の清掃、メンテナンス、補修工事の
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補助等、月４０時間従事することが可能であり、１時間１ユーロ、月４０ユー

ロが報酬として支給される。 
(e) その他、施設では法律相談、初期の医療サービスが提供されていたが、基本

的に外部とのブリッジの役割を果たすサービスのみに限定されていた。 
 

(5) おわりに 

視察したすべての施設は、基本的には「保護」の観点から設置されているもの

で、収容施設のイメージはない。規制的な処遇も行われておらず、外出の制限も

なく、外泊も可能。また、周辺住民との関係も良好との由であった。 

 

Ⅲ．テーマ別報告 

１．日本における施設と比較して（日本福音ルーテル社団  森川 博己） 

(1) 日本における難民認定申請者受入施設 

日本における難民認定申請者受入施設は日本福音ルーテル社団が管理・運営

する「ジェラハウス」が唯一のものであるが、同施設は、１０数年前に東京板橋

の２階建てアパートを購入したもので、個人用（単身者用）２室、家族用２室及

び管理人室１室、共用の懇談室の計６室を有し、年間延べ１０名程度の難民認定

申請者が平均６カ月間滞在する。 

今回の調査では、英国におけるＮＧＯと教会の活動が印象に残ったのでご紹介

する。 

 

(2) Refugee Arrival Project（ＲＡＰ：ＮＧＯ）の活動 

(ｲ)  同団体は、フローチャートにある社会保障部分の上部、難民認定（庇護）

申請直後の申請者に対する短期滞在施設の提供、内務省庇護支援サービス局

（ＮＡＳＳ）への支援申請書の記入補助等を実施しているＮＧＯである。 

(ﾛ)  ＲＡＰは、難民認定（庇護）申請者を空港より同団体が所有する施設に移

送、数日間滞在させ、ＮＡＳＳの提供する社会保障の申請について助言を与

えると共に社会保障申請手続きが進展する各段階で、ＮＡＳＳと申請者のブ

リッジの役割を果たしており、申請者に精神的安心をもたらすサービスを提

供している。 

(ﾊ)  注目すべきは、同団体が空港内に事務所を有し、入管との密接な連携の下、

英国に到着した難民認定（庇護）申請者への即時支援が可能な体制を整えて

いることである。英国国内で空港に事務所を有し、到着直後の即時支援を実

施している団体はＲＡＰのみと聞いている。今回調査した他国の状況は不明

であるが、ＲＡＰの即時支援は大変ユニークであり、日本においてもこのよ

うな空港到着直後の支援体制が整備されることが望ましいと考える。 

(ﾆ) 難民認定（庇護）申請者はＮＡＳＳによる支援が開始されると地方へ移送さ

れるが、ＲＡＰは移送に際しての助言、情報提供等も行っている。その他、

アミーゴと称されるボランティアプロジェクトを独自予算で実施しており、



 83 

申請者の支援ニーズに３カ月間マンツーマンで対応する体制が整えられてい

る。 

(ﾎ) これまで、シェルターの提供や衣食住の支援と共に特別な支援を必要として

いる者への支援が重要であると認識してきたが、これを実践しているＲＡＰ

の活動はおおいに参考になった。 

 

(3) 教会の活動 

(ｲ) 英国の教会では、カソリック及びプロテスタント等、様々な宗派１５から２

０団体が協力して、難民認定（庇護）申請者を含むホームレスを対象に、夕

食、朝食、シャワー、宿泊場所等のサービスを提供しているが、同活動は政

府予算によるものではなく、教会の独自予算により実施されているものであ

る。   

(ﾛ) サービスは１２月からイースターの頃までの寒冷期に、ロンドン市内の６カ

所程度の教会で午後８時頃より提供される。１カ所の教会につき１日３５か

ら４０名が定員であるが、より多くの者にサービスを提供するため、毎日先

着順としている由。 

 

(4) おわりに 

調査国では、難民認定（庇護）申請者を集団としてではなく個人として捉え、

個別のニーズに応じて支援していることが印象に残った。個人、ＮＧＯ、政府の

支援は対象者の人数などで支援の効果を評価するのではなく、個別に対応すべき

であると考える。 

今後、日本政府により早期に難民認定申請者のシェルターが設置されることを

期待するが、「隣の外国人」としてではなく「隣の人間」として支援することが

重要であると認識している。 

 

２．難民認定（庇護）申請者への情報提供サービス 

（難民支援協会 筒井 志保、 黒木 彩子） 

(1) はじめに 

難民支援協会からは、今回調査した４カ国の情報提供と法的支援についてご報

告する。 

難民認定（庇護）申請に対する情報提供は各国多種多様であるが、今回の報告

会では、難民支援協会が日本の参考になると考えた英国、フランスの事例を中心

に、特に難民認定（庇護）申請者へのソーシャルサービス及び難民認定（庇護）

手続に関する情報提供に焦点をあててご説明する。なお、別添３は今般調査に基

づき作成したもので、空欄部分は情報提供していないこと意味するものではない

ことを留意いただきたい。 

 

(2) Refugee Arrivals Project（ＲＡＰ）における情報提供（英国） 

(ｲ) ＲＡＰでは、難民認定（庇護）申請直後のアドバイスセッションとして、各



 84 

申請者のニーズに応じた情報提供を行っている。ＲＡＰの事務所内には多数の

個別相談室が設置されており、申請者には個別面談により申請者の権利に関す

る説明のほか、医療、教育等、個人のニーズに基づいた情報提供がなされてい

た。ＲＡＰは個別面談により聴取したニーズに基づき、各種支援の橋渡しも行

っている。注目すべきは、ＲＡＰが３８カ国語に対応可能な通訳を有する点で、

個別面談の際は必要に応じ通訳が配置される。 

(ﾛ) 英国は申請者を地方へ分散滞在させる政策をとっており、申請者は英国各地

にあるアコモデーションセンターを難民認定（庇護）申請中の居住地として割

り当てられることとなるが、割り当て地が決定するまでの間、ＲＡＰが管理・

運営する短期滞在施設に入所する。割り当て地が決定した際、ＲＡＰは、医療

受給者証、内務省の面接に係る交通費の申請書、地方で受給可能なサービス、

各種の手続用紙等をセットにした「インフォーメーションキット」を他言語で

提供していた。 

 

(3) British Refugee Council（ＢＲＣ）における情報提供（英国） 

(ｲ) ＢＲＣは、情報提供に関してＲＡＰと同様の役割を担っている。ＢＲＣ事務

所のインフォメーションコーナーでは医療、教育、エスニックコミュニティー

のサポートグループの情報等が提供されており、当該支援団体の連絡先もわか

るようになっていた。また、申請者の権利、サービス等の情報が掲載されてい

る冊子が１０数カ国語に翻訳されて提供されており、情報の充実ぶりが窺えた。 

(ﾛ) 英国におけるＲＡＰ及びＢＲＣの申請者への支援は政府予算で実施されて

おり、政府とＮＧＯが共同で申請者への情報提供を行っている。ＲＡＰ、ＢＲ

Ｃ両団体に共通するところであるが、申請直後に専門家によるアドバイス・情

報を多言語で提供していることが印象的であった。 

 

(4) 国際社会事業団（ＩＳＳ）（フランス） 

ＩＳＳは、難民認定（庇護）申請者に申請手続及び社会保障に関する情報が掲

載されている冊子の提供と、難民専門ソーシャルワーカーによる支援を行ってい

る。また、ＩＳＳは全国４５の事務所を有し、政府からの委託を受けて、申請者

に１回限りの「待機手当」を支給している。多くの申請者が「待機手当」を受給

するためにＩＳＳに来訪することを考えると、申請者の多くが初期の段階で情報

提供やソーシャルワーカーによる支援にアクセスできる体制が整っていると言

える。 

 

(5) ＦＴＤＡ（フランス） 

(ｲ) ＦＴＤＡはＣＡＤＡと称する難民認定（庇護）申請者受入施設のコーディネ

ートを主に種々の活動を行っている。本部事務所１階のインフォメーションセ

ンターでは、各種情報提供を行うとともに、ソーシャルワーカー２名による生

活全般に関するアドバイスやＣＡＤＡへの申請手続のサポート、難民認定（庇

護）申請書類の記入等の法的分野の個別支援も行っている。訪問時には多数の
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申請者がソーシャルワーカーとの面談を待つ様子が窺えた。 

(ﾛ) インフォメーションセンターにおいては、「ドミシリエーション」と称する

サービスを行っているが、これは難民認定（庇護）申請者が申請にあたり、住

所を有する必要があることから住所を提供するものである。申請者には、申請

後、様々な通知が審査機関より送付されてくることとなるが、同センターでは

郵送物の配布を週３回定時に行う。１回の配布につき２００人程度が来所する

由。 

(ﾊ)  ＦＴＤＡが運営するＣＡＤＡであるクレテイユセンターでは法律専門のア

ドバイザーが常駐し、入所者が、迫害状況に関する情報の入手方法や、追加情

報・資料の提出等に関する指導及びアドバイスを受ける体制を整えていた。 

(ﾆ) 注目すべきは、フランスで難民認定（庇護）申請をし、難民認定された者の

７０％がＣＡＤＡに入所した者であることで、法律専門アドバイザーの存在の

大きさを物語っている様子が窺えた。以上のように、フランスでは難民認定申

請者受入施設内で法的支援がサービスの一環として提供されていることが印

象的であった。他方、ＣＡＤＡに入所できない申請者への法的支援が不足して

いる問題が所在すると考えられる。 

(ﾎ) 難民支援協会では、日本における難民認定申請者に対して法的支援及び社会

的支援を行っているが、庇護希望者に対する早期の情報提供が、難民認定申請

手続及びソーシャルサービスへのアクセス等に大きく影響すると考えている。

日本では情報提供に関して、必ずしもＮＧＯと政府の連携が取れておらず、今

回の調査は今後の情報提供のあり方の参考となった次第である。 

 

３．難民認定（庇護）申請者、特に女性と子供への支援 

（日本国際社会事業団  大場 亜衣） 

(1) 施設内における女性、子供へのケアプログラム支援 

(ｲ) 調査国で共通していたことは、視察したすべての施設にソーシャルワーカー

が常駐していたことである。ベルギーのプチ・チャトーでは１００名の職員の

うち２０名がソーシャルワーカーであり、フランスのクレテイユセンター及び

ドイツの２カ所のセンターにも数名のソーシャルワーカーが常駐していた。 

(ﾛ) 入所者に対するケースマネージメントはソーシャルワーカーの主要な業務

として位置づけられており、入所者に生活上の不安・不都合が生じた場合は、

即座に必要なサービスが提供されるよう、社会資源との橋渡しを行っている。

視察したすべての施設において、入所者には担当のソーシャルワーカーが割り

当てられており、職員の勤務時間には、部屋の入口に大きなネームタグが貼ら

れ、希望者はいつでも相談に訪れることが可能であった。 

(ﾊ) ソーシャルワーカーは、担当の申請者の手続の進行状況、施設内の生活状態、

健康状態、子供の就学問題等を把握し、個々のケース管理を行っている。入所

者が相談したいことが生じた場合、担当のソーシャルワーカーに相談し、助言

を得る体制が整えられていた。たとえば、治療加療の必要を有する者には、外

部の医師に受診できるよう、必要な措置を講じたり、精神科医の受診を促す事
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例もある。 

(ﾆ) 以上は、各施設共通するところであるが、フランスのクレテイユセンターの

ように、ソーシャルワーカーが法的相談に応じる役割を担っているところもあ

れば、ベルギーのプチ・シャトーのように、法的助言を与えることを禁止して

いるところもある等、異なる点も見られた。なお、プチ・シャトーに関しては、

認定手続上の不公平が生じたり、入所者が情報に左右されることを防止するた

めであり、外部の弁護士を紹介する体制は整えることで必要な情報及び的確な

アドバイスを受けられる体制は整えられていた。 

(ﾎ) 調査国全体として、ソーシャルワーカーが社会資源を提供し、申請者とのブ

リッジングの役割を果たしていることが印象的であった。 

 

(2)  ドイツにおける女性専用受入施設 

(ｲ) ドイツの女性専用受入施設では、精神的・心理的に不安定で専門的なケアが

必要な女性が共同生活をしていた。同施設は第一次施設の入所期間である３カ

月を経過した者を受入れる第二次施設であるが、第一次施設で特別なケアが必

要とみなされると、第一次施設での入所期間を満たしていなくても、同施設に

入所する手続きがとられる由。 

(ﾛ) 同施設には、ソーシャルワークの訓練を積んだ職員が配置されており、担当

の医師、精神科医、臨床心理士と連係して、日常生活における女性の回復と自

立を目標に、意図的な関わりが展開されている。ただし、男性による虐待や暴

力に支配された経験を有する女性の中には、男性への依存により過去の人生を

送ってきた者が多く、十分な教育も受けていないこと多い。就労経験もなく、

職業技術をもたない女性の自立を促すことには困難が生じ、滞在許可を受けて

施設を退所した後も、生活保護を受給して生計を立てる者がほとんどである。 

(ﾊ) 施設に入所中の子供は、地域の学校への通学が保障されている。施設職員は

子供の学校での適応を補助するため、担任の教師と話し合いを持ち、学校側に

子供や母親への理解を深めてもらえるように働きかけを行っている。 

(ﾆ) 同施設では、地域にも開放した行事を開催するなど、地域住民への施設への

理解を深めるためのアドボカシー活動も積極的に実施していた。 

(ﾎ) 以上のような、施設内のみの支援ではなく、地域社会の理解を得ながら施設

運営をしていることに印象を受けた次第である。 

 

(2) 親・同伴者のない子供 

(ｲ) 欧州における難民認定（庇護）申請者を取り巻く新たな現象として、親・同

伴者のない子供の顕在化があげられる。 

(ﾛ) フランスでは、親・同伴者のないまま入国し、庇護を希望する子供を一般の

庇護希望者と同様の施設に入所させることは、児童福祉の観点から望ましくな

いとの判断から、子供専用の受入施設が１カ所開設されており、２カ所目も現

在建設中である。 

(ﾊ) ベルギーのプチ・シャトーには、親・同伴者のない子供が４０人程入所して
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おり、当該子供を担当するケアワーカーが配置されている。就学年齢に到達し

ている子供に対しては、日中は近隣の学校に通学させ、放課後は施設内で宿題、

絵画、工作等で余暇を過ごせる配慮を行っている。 

(ﾆ) 英国のBritish Refugee Councilは、２００１年から２００２年の間に７５

カ国籍、４，５５０人の親・同伴者のない子供に対し、入国後から支援する体

制を整えている。具体的には、地方自治体での受入施設へ入所できるような手

続を取り、そこで、子供は児童福祉の立場から、適切な処遇を受けることにな

る。２０００年から２００１年には、４，１４３人の子供に対して支援を行っ

ているとの統計もあり、親・同伴者のない子供の数は、増加傾向にあることが

窺える。 

(ﾎ) 年齢不詳のティーンエイジャーに対する処遇の難しさは課題の１つである。

英国においては、難民認定（庇護）申請者が１８歳以下の児童とみなされた場

合、地方自治体レベルで児童福祉の観点から手厚い支援と保護を受けることが

可能であるが、他方、成人とみなされた場合、ＮＡＳＳへの申請責任が本人に

課せられる。そのため、身分証明書を持たない年齢不詳の若者を、児童として

扱うか成人として扱うかの判断は、申請者本人にとっては大きな問題となるこ

とがある。 

(ﾍ) Save the ChildrenとＵＮＨＣＲは協働で、欧州諸国における難民認定（庇

護）申請者の子供の処遇に関する取扱指針を冊子として出している。具体的な

援助方法の選択肢の一つに、養子縁組が取り上げられていることに、ＩＳＳＪ

としては大変興味を有している。仮に、日本でも親・同伴者のない子供が難民

認定申請者となるような場合、ＩＳＳＪの国際養子縁組の援助技術を当該申請

者に対する支援措置として応用する可能性を考えた次第である。 

 

Ⅳ．質疑応答 

Ｑ１：(1)   フローチャートにある「無料の医療」（フランス、英国、ドイツ）と「無

料の緊急医療」（ベルギー）の違いは何か。 

(2)  語学教育の支援はどのような状況か。 

Ａ１：(1)  詳細な分析は未了であるが、各国ともに持病の根治等を念頭に置いたもの

ではなく、当面の疾病対応を実施しているものと認められる。なお、ベルギ

ーでは難民認定（庇護）申請受理の段階で結核罹患のチェックを行うなど、

社会不安を排除する意図もあると思われた。 

(2)   各国の基本的施策としては、難民認定（庇護）申請者への語学教育は行

われていない。しかし、難民認定（庇護）申請者が生活していく上で言語の

重要性は十分に認識されているようで、フランスでの視察先施設では難民へ

の語学教室に実質参加させており、その他にも自己資金で語学教育を実施し

ているＮＧＯもあった。 

 

Ｑ２：(1)   各国の難民認定（庇護）申請者は受入施設へ入所することが義務付けら
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れているのか。また、施設への出入りは自由か。 

(2)   ＲＡＰでは、明らかに難民認定（庇護）申請を乱用した者に対してどの

ような対応を行っているのか。 

Ａ２：(1)   ドイツでは施設入所が義務付けられているが、その他の国（フランス、

ベルギー、英国）では、住所（連絡先）が明確であれば義務とはされてい

ない。また、調査した限りでは施設からの外出制限はないものの、何日も

無断に不在であると退所を強制される場合もある由である。 

(2)   英国では、空港において難民認定（庇護）申請について一義的な振り分

けを行い、相応の難民性が認められる人のみをＲＡＰへつないでいるよう

である。 

 

Ｑ３：  難民認定（庇護）申請者受入施設の外部からの出入りは自由か。外国人排斥

の機運の中、申請者へのいやがらせ等はないのか。 

Ａ３：  視察した施設における警備は、基本的には入所者の管理ではなく、火災等の

事故や外部からの侵入対策と見受けられたが、施設への出入りはノー・チェッ

クであったり、大規模な施設に夜警が１名のみという所もあるなど、セキュリ

ティは比較的手薄と感じた。いやがらせを受けた等の話は全くなく、むしろ周

辺地域との関係が良好であると強調されることが多かった。 

 

Ｑ４ (1)  政府とＮＧＯの連携はどのような状況なのか。 

(2)  ＮＧＯ、政府及び地方自治体の役割分担はどのような状況か。政府からの

委託で活動しているＮＧＯは、政府との関係で問題が生じていないのか。 

Ａ４：(1)  ＮＧＯは政府機関の下請け機関とはなっていない。難民認定（庇護）申請

者支援の受け皿としてＮＧＯが独自性を維持しつつ貢献しており、地方のＮ

ＧＯにその能力があるとの印象である。 

(2) 政府とＮＧＯとの契約は、まずはＮＧＯが自己資金で活動を開始し政府か

らの資金が後から来るもの、見積もりベースで当初にまとまった活動資金が

来るもの出すものなど様々な形態があり、契約期間も無期限から３～６カ月

と一様ではなかった。前述のとおり、政府からの委託に拘束されず独自性を

維持している印象があり、特に英国やフランスでは、「政府と対立しながら前

進を図っている」と述べた担当者もいた。 

ＮＧＯの立場としては、政府とＮＧＯの連携の歴史の長さを感じた。ＦＴ

ＤＡは長年実施してきた実績があり、専門家としての誇りを持っていた。 

 

Ｑ５：  日本の難民認定制度では、再申請が何度でも可能で、際限がない状況もみら

れるが、調査国では如何。 

Ａ５：  先に述べたとおり、難民認定（庇護）手続に関しては詳しく調査しなかった

が、各国ともに申請の乱用排除、認定判断の迅速化には相当の努力を払ってい

るように見受けられた。なお注目すべきは、各国の制度をみると、申請者を不

安定な状態で社会の中に放置することは、かえって社会的不安を招くとの認識
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の上に立っているようであった。 

 

Ｑ６：  難民認定（庇護）申請者や難民が施設職員として雇用されるなど何らかの形

で支援に関わっているか。 

Ａ６：  イギリスのＲＡＰのボランティアには難民認定者が多数見受けられ、通訳や

申請者の相談相手として活動していた。 

 

Ⅴ．閉会の辞（難民事業本部 企画調整課長） 
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 （別添１）              

難民認定申請者に対する保護措置 

 

１．経緯 

 (1)  難民条約締約に伴い、難民と認定された者に対する同条約上の各種保護措置を   

担保するため国内法の整備が行われたが、難民認定申請中の者（あるいは第三国  

向け出国準備中の者）のうち、衣食住に欠けるなど生活に困窮する者に対する保  

護体制が未整備であった。 

 (2)  昭和５７年（１９８２年）７月の難民行政監察により、上記状況の改善につい  

て勧告がなされたことを踏まえ、外務省において予算措置を講じ、翌年から保護 

  措置を実施している。 

 

（参考） 

  国内予算措置がなされる昭和５８年（１９８３年）以前は、ＵＮＨＣＲが各国か 

ら拠出された一般拠出金のうちから、同駐日事務所に難民保護費として予算割り当 

てを行い、同事務所が個別の難民の生活状況に応じ保護費の支給を行っており、ま 

たその他にも、関係行政機関、民間団体等がそれぞれのケースに応じて援護を行っ 

ていたものと思われるが、詳細は不承知。 

 

２．保護費の支給額（平成９年８月改正） 

 (1)  生活費 

   年齢別 … １２歳以上の大人一人につき  日額１，５００円 

        １２歳未満の子供一人につき  日額  ７５０円 

 (2)  宿舎借料  

   単 身 者 … 月額４０，０００円 

   二 人 目 … 月額１０，０００円を加算 

   三人目以降 … 月額 ５，０００円を加算 

  （一世帯の上限は月額６０，０００円） 

(3) 宿泊借料 
必要に応じ実費支給。 

  （入居に際して敷金、礼金等が必要な場合で、賃貸借契約書の提示がある場合

に限る。） 

(4) 医療費、各種公的手続に要する手数料、その他必要に応じ実費支給。 
 

３．実施機関 

 （財）アジア福祉教育財団難民事業本部に業務委託。  

 

（了） 
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（別添２） 

調査国と日本の対比 

 

 

           難民認定申請・認定数等             面   積 

 (平方キロ) 

 人   口 

 (100万人) 

国民総所得(GNI) 

 (100万米ドル) 

  一人当たりGNI 

  （米ドル）    申 請 数  認 定 数   人道配慮  受入総数  

・ 一次審査 47,291     5,049     ― 

・ 異議申立 26,140     2,380     ― 

 フランス      552      58.89     1,429,390       23,670 

・ 再申請   1,368     2,274    ― 

 

 

   9,703  

・ 一次審査 24,549      898     ―  ベルギー      31     10.25     252,461      24,630 

・ 異議申立  1,479     259    ― 

 

   1,157 

・ 一次審査 71,690    10,955    19,505   英  国      243     59.50    1,463,474      24,500 

・ 異議申立 82,125    8,155    ― 

 

  38,615 

・ 一次審査 88,287    17,547     2,395   ドイツ      357     82.02    2,057,633      25,050 

・ 異議申立 30,019    5,172     988 

 

  26,102 

・ 一次審査   353      24       67   日  本      378    126.87    4,337,268      34,210 

・ 異議申出（非公表）      2    ― 
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  注１ … 面積、人口、ＧＮＩ 出典：２００２年版「世界の国一覧表」 

  注２ … 難民認定申請・認定数 出典：ＵＮＨＣＲ（２００２年６月７日現在・暫定数）、法務省資料 



 

 
 

 

 


