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第１ 国内人権機関（パラグラフ１０） 

 １ 提言 

日本政府は，人権の促進及び擁護のための国家機関（国内人権機関）の地

位に関する原則（以下「パリ原則」という。）に準拠した，真に政府から独立

した国内人権機関の早期設置に向けたタイムフレームを明らかにすべきで

ある。 

 ２ 理由 

(1) 日本政府コメントの要旨 

人権救済制度の在り方については，これまでなされてきた議論の状況を踏

まえ，引き続き適切に検討しているとして，人種差別撤廃条約第１０回・第

１１回政府報告1をそのまま繰り返している。 

(2) 日本政府コメントの問題点 

人権委員会設置法案を２０１２年に国会に上程し廃案となって以降，日本

政府は制定に向けた取組をほとんどしておらず，この間人種差別撤廃委員会

（以下「委員会」という。）を含む，国連の各人権条約機関から繰り返し，パ

リ原則に準拠した国内人権機関の設置が勧告されているが，いまだに何らの

進展もない。とりわけ日本も批准している障害者の権利に関する条約では，

パリ原則に則った条約実施状況の監視と権利救済を行う機関の設置が締約国

に義務付けられているとともに（第３３条第２項），日本が批准している拷問

及び他の残虐な，非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条

約（拷問等禁止条約）の選択議定書では，国内防止メカニズム（National 

Preventive Mechanism，ＮＰＭ）の設置が求められているが，日本は同選択

議定書を批准していないし，国内にはこれに対応する機関が存在しない。日

本政府は追加報告で法務省の人権擁護機関の組織内容，相談件数を報告して

いるが，同機関は法務省の一部局に過ぎず，政府からの独立性が保障されて

おらず，その措置は要請，説示及び他の機関への通告等しかできず，パリ原

則に準拠した機関とは言えない。 

当連合会は，２０１９年１０月４日の第６２回人権擁護大会において｢個人

                         
1 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000272984.pdf（日本語） 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno 

=CERD%2fC%2fJPN%2f10-11&Lang=en（英語） 
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通報制度の導入と国内人権機関の設置を求める決議｣2を採択している。 

日本政府は国連人権理事会での２０１７年の普遍的定期的審査（Universal 

Periodic Review，ＵＰＲ）における国内人権機関の設置に向けた努力の促進

に関する勧告のフォローアップを受け入れていることからも，パリ原則に準

拠した国内人権機関の早期の設置は喫緊の課題である。 

 

第２ アイヌの人々の状況（パラグラフ１５・１６） 

１ 提言 

アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関

する法律（以下「アイヌ施策推進法」という。）が制定され，２０１９年５月

に施行されたこと，同法においてアイヌ民族が先住民族であることが明記さ

れたこと，アイヌ政策推進本部が設置されたことについては一定の評価はで

きるものの，委員会の総括所見にて示された，①雇用，教育，サービスへの

アクセスにおける差別解消への努力，②「第３次アイヌの人たちの生活向上

に関する推進方策」等も含めてアイヌ民族の生活水準向上のための措置等を

更に強化し，情報提供すること，③アイヌ民族の土地及び資源に関する権利

保護の措置，文化及び言語に対する権利実現のための取組強化，④アイヌ政

策推進会議等を含むアイヌ民族に関する施策実現に向けた協議体における

アイヌ民族代表者の割合を増やすこと，に対する日本政府の明確な回答が示

されていないため，日本政府は，明確な回答を示し，具体的な対応策を検討

し，実施すべきである。 

 ２ 理由 

  (1) 日本政府コメントの要旨 

    アイヌ政策推進会議での議論を踏まえ，２０１９年４月にアイヌ施策推進

法が制定，同年５月施行された。同法ではアイヌ民族を先住民族と認めた上

で，地域振興，産業振興，観光振興を含む多岐にわたる施策の総合的推進を

図っており，アイヌの人々の要望を踏まえ新たな交付金，国有林産物採取，

さけ捕獲等の措置を盛り込んだ。また，内閣官房長官を本部長とする「アイ

ヌ政策推進本部」を設置し，アイヌ施策の総合的・効果的推進を図っている。 

  (2) 日本政府コメントの問題点 

                         
2 https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/2019/2019_2.html（日本

語） 

https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/2019_2.html（英語） 
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① アイヌ施策推進法の制定・施行と同法でアイヌ民族を先住民族として明

記したこと自体は評価できるが，日本政府コメントは，委員会の意見に正

面から応答していない。日本政府が委員会の意見を軽視しているようにも

捉えられるため，虚心かつ誠実に対応すべきである。 

  ２０２０年１月１３日，麻生太郎副総理，財務大臣兼内閣府特命担当大

臣は，日本について「２０００年にわたって同じ民族が，同じ言語で，同

じ一つの王朝を保ち続けている国など日本しかない」と発言したと報じら

れており3，日本政府として，大臣や官僚，議員等による誤った認識に基づ

く繰り返しの発言に対する再発防止策を早急に採るべきであるとともに，

アイヌ施策推進法の内容も含めたアイヌ民族の権利実現のための施策につ

いて，地に足を付けて取り組むべきである。 

② 北海道在住のアイヌ民族とその他の住民との雇用，教育，サービスへの

アクセスに関する格差，生活水準の格差解消は，依然として大きな課題と

なっている。 

  ２０１７年１１月に北海道庁が実施した「北海道アイヌ生活実態調査」

においても，特に大学進学率についてアイヌ民族以外４５．８％，アイヌ

民族３３．３％と１２％以上の差異があり，生活意識において「生活がと

ても苦しい」，「多少困る程度」とを合わせて７４．９％等となっている4。 

  さらに，「複合差別の要因」として，経済的要因を挙げた回答者が６４％，

性別が２２％（複数回答）に上り，「アイヌ政策の再構築に望むもの」の中

で，幼児教育・子弟教育を挙げた回答者が計６７．６％，生活と雇用安定

３６．４％，文化の保存伝承２８．８％，生活環境整備１６．５％，産業

振興対策１４．０％（複数回答）である。 

  日本政府コメントは，この点に一切言及していないが，教育や生活の安

定は依然極めて重要かつ焦眉の課題であり，更に具体的な施策が必要であ

る。 

③ アイヌ民族の土地及び資源に関する権利の保護，文化及び言語に対する

権利の実現について，日本政府は２０２０年４月に「民族共生象徴空間」

（ウポポイ）の開設を計画しているが，これをもって代替できるものでは

                         
3 毎日新聞「麻生氏『2000 年にわたり同じ民族が，同じ言語で，同じ一つの王朝…日本しか

ない』 批判呼ぶ可能性」（２０２０年１月１３日） 

https://mainichi.jp/articles/20200113/k00/00m/010/149000c 
4 北海道庁「平成２９年『北海道アイヌ生活実態調査』の実施結果について（概要）」 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/ass/H29_ainu_living_conditions_survey_digest.pdf 
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到底ない。 

委員会が日本に土地や資源に関するアイヌの権利保護を勧告したにも

かかわらず，先住権は規定されなかった。２０１９年９月には，先住権に

基づき北海道の承諾を得ないサケの捕獲が報道され5，その後２０２０年２

月には本件捕獲について，北海道によって水産資源保護法違反と道内水面

漁業調整規則違反容疑で北海道警察に告発がなされ，書類送検されたとの

報道がなされた6。また，２０２０年１月には，北海道浦幌アイヌ協会が，

国と道を相手取り，現在は水産資源保護法等で規制されている十勝川下流

域でのサケの捕獲について，アイヌ民族の先住権に基づいて規制が適用さ

れないことを確認する訴訟を起こす方針と報じられた7。 

これらの動きに照らしても，日本政府がアイヌ民族の先住権を正面から

認め，対応することは喫緊の課題である。 

④ 上記①から③までの取組を，日本政府全体として取り組むためには，多

くのアイヌ民族代表が様々なレベルで意見表明できる機会が保障されるべ

きであり，アイヌ民族施策に関する協議の場に委員や意見聴取対象として，

多くのアイヌ民族当事者を加えるべきである8。 

 

第３ 女性に対する交差的形態の差別及び暴力（パラグラフ２５・２６） 

１ 提言 

日本政府は，出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）第２２

条の４第１項第７号該当を理由に「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶

者等」の在留資格を取り消した場合について，「配偶者の身分を有する者と

しての活動を継続して６月以上行わずに在留」した事情，「正当な理由」はな

                         
5 東京新聞「先住権か違法な漁か アイヌ，許可得ずサケ捕獲 儀式用十数匹」（２０１９年

９月２日夕刊） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201909/CK2019090202000252.html 
6 東京新聞「無許可でサケ捕獲疑い アイヌ男性を書類送検」（２０２０年２月２６日夕刊） 

https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020022602000268.html 
7 北海道新聞「アイヌ先住権確認 浦幌協会提訴へ ４月にもサケ捕獲規制巡り」（２０２０

年１月１４日） 

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/382633 
8 当連合会「人種差別撤廃条約に基づき提出された第１０回・第１１回日本政府報告に対する

日弁連報告書」（２０１８年３月１５日） 
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/R

acial_discrimination_ja_10.11.pdf（日本語） 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/R

acial_discrimination_en_10.11.pdf（英語） 
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いと判断した事情を明らかにすべきである。 

日本政府は，ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）だけでなく，日本人

夫側・永住者夫側に有責事由がある場合にも「正当な理由」を認め，在留資

格取消しの対象から除外すべきである。 

日本政府は，「離婚調停又は離婚訴訟中の場合」だけでなく，家庭裁判所に

おいて「円満調整」や「婚姻費用請求」「子の監護に関する請求（監護者指

定，面会交流，養育費請求など）」をしている場合にも，「正当な理由」を

認め，在留資格取消しの対象から除外すべきである。 

日本政府は，調停や訴訟等の婚姻関係解消過程における在留を保障すべき

である。 

日本政府は，別居又は離婚した外国籍配偶者に対し，従来の在留実績等を

考慮して「定住者」等への定住的在留資格を付与する等の運用を明確にすべ

きである。 

２ 理由 

(1) 日本政府コメントの要旨 

入管法は，配偶者としての身分を有する「日本人の配偶者等」及び「永住

者の配偶者等」について，配偶者の身分を有する者としての活動9を継続して

６月以上行わずに在留している場合（当該活動を行わないで在留しているこ

とにつき正当な理由がある場合を除く），上陸許可等を受けて新たに中長期

在留者となった者が，当該上陸許可を受けてから９０日以内に出入国在留管

理庁長官に住居地の届出をしない場合（届出をしないことにつき正当な理由

がある場合を除く），中長期在留者が，出入国在留管理庁長官に届け出た住居

地から退去した日から９０日以内に，出入国在留管理庁長官に新住居地の届

出をしない場合（届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く）に

は，いずれも在留資格を取り消すことができると規定している（第２２条の

４第１項第７号～第９号）（パラグラフ１７及び１８）。 

これについて，日本政府は，在留資格の取消しの可否は，取消対象者の個

別具体的な事情を総合的に判断するところ，「正当な理由」があるとして取消

しを行わない具体例として，「配偶者からの暴力（いわゆるＤＶ（ドメスティ

ック・バイオレンス））を理由として一時的に避難又は保護を必要としている

場合」「配偶者からの暴力（いわゆるＤＶ（ドメスティック・バイオレンス））

                         
9 この活動が何を指すかを同法は明記していないが，出入国在留管理庁が例示する「正当な理

由」からすると，「同居して日常生活をともにすること」を指すものと解される。 
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を理由として避難又は保護を必要としている場合」があり，この具体例を出

入国在留管理庁のホームページに掲載する等して周知を図っている，と述べ

ている（パラグラフ１９及び２０）。 

委員会の懸念事項・勧告内容のうち，上記を除いた部分については，言及

がない。 

(2) 日本政府コメントの問題点 

① 出入国在留管理庁によれば，２０１４年から２０１８年までの５年間に，

入管法第２２条の４第１項第７号該当を理由に「日本人の配偶者等」又は

「永住者の配偶者等」の在留資格を取り消された者は，計１４５人である

10。しかし，これらの者について，「配偶者の身分を有する者としての活動

を継続して６か月以上行わずに在留」した事情，正当な理由はないと判断

された事情は，全く不明である11。 

透明性を欠いた取消制度の運用は，それ自体，配偶者としての身分を有

する外国籍女性の地位を不安定にする。 

② 日本政府は，在留資格の取消しを行わない場合の具体例として，「配偶

者からの暴力（いわゆるＤＶ（ドメスティック・バイオレンス））」を理由

として避難又は保護を必要としている場合等を挙げる。 

そもそも，外国籍女性が在留資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の

配偶者等」を取得するため，あるいはその在留期間を更新するためには，

日本人夫又は永住者夫の協力は不可欠であり，制度上，日本人夫又は永住

者夫が外国籍妻を支配することは容易である。それゆえ，日本人夫又は永

住者夫と外国籍配偶者との関係は，「力による支配」を本質とする配偶者

からの暴力（以下「ＤＶ」という。）が生じやすい関係といえる。 

ところが，実際には，診断書や写真等の客観的証拠のある身体的暴力で

あってもその程度が問われる怖れがある上，心理的・経済的・性的その他

様々な形態の非身体的暴力は客観的証拠が得にくく，正しく認定されない

おそれが強い。特に，外国籍女性については，日本人女性に対するものと

同様のＤＶのほか，パスポートを取り上げる，金銭を持たせない，食生活

                         
10 出入国在留管理庁「平成３０年の『在留資格取消件数』について」 

http://www.moj.go.jp/content/001303052.pdf 
11 前掲１０は，２０１８年に在留資格を取消したものの具体例として，入管法第２２条の４

第１項第 7 号については「在留資格『日本人の配偶者等』をもって在留している者が，日本人

配偶者と離婚した後も引き続き，６か月以上本邦に在留していた。」という例を挙げるのみ

で，配偶者からの暴力に関する事案には言及がない。 
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から習慣に至るまで日本への同化を要求する，同国人との交際を禁止する，

母語の使用を禁止する，母国への送金や家族への電話を禁止する，帰国を

禁止する，帰国費用を出さないなど，様々な形態の暴力があるが，これら

は全く考慮されないおそれが強い12。 

内閣府の統計では，２０１８年度に全国の配偶者暴力相談センターが

「日本語が十分に話せない被害者」から受けた相談は１９９６件(うち女

性からの相談は１９８７件)である13。日本人女性であっても同センターに

相談するのは一部であり，外国籍女性は言語の障壁もあって元々同センタ

ーへの相談に結び付きにくいこと等を考えれば，この相談件数はまさに氷

山の一角である。ＤＶの被害を受けた外国籍配偶者が適切な支援を得てＤ

Ｖの証明を可能とすることは極めて困難である，と言わざるを得ない。 

そして，たとえ日本人夫又は永住者夫がＤＶ加害者であっても，別居が

相当期間続けば，出入国在留管理庁によって「当該婚姻関係が社会生活上，

実質的基礎を失っている場合」に該当すると判断され，外国籍女性は在留

資格「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」にかかる在留期間の

更新を許可されないおそれが強い。 

その上，上記の在留資格の取消制度（入管法第２２条の４第１項第７号

～第９号）があるため，日本人又は永住者の配偶者である外国籍女性は，

ＤＶ加害者である日本人夫又は永住者夫の下からであってさえ，避難，警

察への通報，保護支援機関への保護の要請等が，事実上，困難となってい

る。 

③ 実際の離婚原因は様々である。日本人夫又は永住者夫の側に有責事由が

ある場合に限っても，ＤＶだけでなく，「生活費を払わない」「他の者との

不貞関係」などが典型例として挙げられる。これらの理由によって別居又

は離婚に追い込まれた場合にまで，在留資格を取り消すことを可能とする

制度は，外国籍配偶者に過酷である上，結果的に有責配偶者を有利な立場

に置くことになり，合理性に欠ける。 

                         
12 前掲８及び当連合会「総括所見の活かし方と今後の課題 第７回及び第８回報告書審査を

踏まえて」３５ページ 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/pam_04_170418.pd

f 
13 内閣府男女共同参画局「配偶者暴力相談支援センターにおける配偶者からの暴力が関係す

る相談件数等の結果について（平成３０年度分）」 

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/data/pdf/2018soudan.pdf 



10 

 

④ 出入国在留管理庁は，「正当な理由」があり在留資格の取消しの対象と

はならない場合の一つとして，「離婚調停又は離婚訴訟中の場合」を挙げ

る14。これは既に離婚調停又は離婚訴訟が係属中の場合を指しているとこ

ろ，実際には，別居後も様々に思い悩み，離婚調停を申し立てる決心が付

かないまま夫婦円満調整申立，婚姻費用請求，子の監護に関する請求（監

護者指定，面会交流，養育費請求など）のみを行い，別居期間を６か月経

過する場合も相当数あるので，これらの場合にも，「正当な理由」を認め

るべきである。そして，既に婚姻関係が破綻していると考えられる場合に

も，日本における婚姻関係解消手続を完了せずに帰国させることは，婚姻

の当事者双方にとって，以後の離婚手続を難しくするのであるから，調停

や訴訟等の婚姻関係解消過程における在留を保障することにより，婚姻関

係解消手続を誘導することが合理的である。 

さらに，別居又は離婚後の在留を希望する者に対しては，従来の在留実

績等を考慮して「定住者」等への定住的在留資格を付与する等の運用を明

確にし15，身分関係の整序を進めるべきである。 

 

第４ 外国人技能実習制度（パラグラフ３２） 

１ 提言 

日本政府は，技能実習制度を直ちに廃止し，外国人労働者の人権保障に十

分に配慮した形で，これに代わることとなる受入制度を検討するべきであ

る。ただし，制度廃止に当たっては，現に在留している技能実習生が不利益

を被らないような措置を採るべきである。 

技能実習制度が廃止されるまでの間における同制度の運用に関しては，実

地検査の結果，違反が認められた監理団体，実習実施者等の処分を適切に行

い，実地検査の実効性を担保すべきである。また，実地検査の実施は，実地

検査を行うことを事前に告知しない抜き打ち検査の方法で行うことを法令・

基本方針等に明記すべきである。 

二国間取決めの締結は，受入れの条件とすべきである。また，二国間取決

                         
14 出入国在留管理庁ホームページ「在留管理制度に関する手続 Ｑ＆Ａ」 

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/qa.html（日本語） 

http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/zairyuu/qa.html（英語） 
15 当連合会「外国人の在留カード及び外国人住民基本台帳制度の開始に際しての会長声明」

（２０１２年７月９日） 
https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2012/120709.html（日本語） 

https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/120709.html（英語） 
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めの内容は，違反行為があった場合は当該送出国からの受入れ全体を停止す

るなどの具体的かつ法的拘束力のある内容とすべきである。 

２ 理由 

(1) 日本政府コメントの要旨 

日本政府は，制度の適正化を図り技能実習生を保護するため次のような方

策を採っており，法律を施行して外国人技能実習機構による監理団体・実習

実施者への実地検査を行っていると述べている（パラグラフ８）。 

また，実地検査において違反が認められ，改善勧告が行われた監理団体及

び実習実施者があるとともに，認可を取り消した監理団体及び実習実施者も

あると述べている（パラグラフ９）。 

そして，技能実習生の送出国との間で順次二国間取決めを作成し，技能実

習生の失踪・死亡事案について調査し，対応の強化を図っていると述べてい

る（パラグラフ１０及び１１）。 

(2) 日本政府コメントの問題点 

技能実習制度において失踪や死亡事案等が多発する原因は，低賃金・長時

間労働や危険労働などの過酷な労働，過剰な管理，ハラスメント等の人権侵

害にある。失踪，死亡事案等への対応の強化のみならず，これらの人権侵害

の発生を防止する必要があるが，これは技能実習制度の構造的な問題である

ことから，技能実習制度自体を直ちに廃止すべきである。 

当連合会は，２０１１年４月１５日付け「外国人技能実習制度の廃止に向

けての提言」16以降，２０１３年６月２０日付け「外国人技能実習制度の早急

な廃止を求める意見書」17，２０１５年４月２４日付け「『外国人の技能実習

の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案』に対する会長声明」18，

２０１８年５月１５日付け「新たな『外国人材の受入れ』制度の創設に関す

る会長声明」19，同年１０月５日付け「新しい外国人労働者受入れ制度を確立

し，外国にルーツを持つ人々と共生する社会を構築することを求める宣言」

20など，重ねて技能実習制度の廃止を訴えてきたが，構造的な問題を抱えた技

                         
16 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/110415_4.pdf 
17 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130620_ 
4.pdf 
18 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2015/150424_2.html 
19 https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2018/180515.html 
20 https://www.nichibenren.or.jp/document/civil_liberties/year/2018/2018_1.html（日

本語） 

 https://www.nichibenren.or.jp/en/document/statements/2018_1.html（英語） 
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能実習制度は今日に至るまで存続し，受入人数は拡大している。また，当連

合会が取り扱った中国人農業技能実習生に関する人権救済申立事件や，技能

実習生の労働環境に関する人権救済申立事件では，技能実習生に対する人権

侵害を認定し，それぞれ，２０１４年１１月２８日付け21及び２０２０年２月

２６日付け22で，法務大臣や厚生労働大臣等に宛てて勧告を出すに至ってい

る。 

人権侵害につながる構造的な問題のある技能実習制度は直ちに廃止し，こ

れに代わることとなる外国人労働者受入れ制度を検討すべきである。ただし，

制度廃止に当たっては，現に在留している技能実習生が不利益を被らないよ

うな措置を採るべきである。 

また，新たな制度創設に当たっては，外国人労働者の人権保障に十分に配

慮した制度設計を行うべきである。 

技能実習制度が廃止されるまでの間，仮に技能実習制度を当面存続させる

としても，現在行われている実地検査は，次の点で課題がある。 

① まず，２０１８年１２月末時点の正確な統計は不明であるが，監理団体，

実習実施者とも，実地検査が実施されたのは一部にとどまっている（特に

実習実施者）。また，検査事項について違反が認められた割合が極めて高い

のに比べて，許可を取り消された監理団体数，認定計画を取り消された実

習実施者数は極めて少なく，実地検査の実効性の担保に疑問がある。 

② 実地検査に先立ち，実地検査を行うことが事前に告知された場合には，

実地検査のときだけ取り繕うような対応がされるおそれがある。実地検査

は，事前に告知しない抜き打ち検査の方法で行うことを法令・基本方針等

に明記すべきである。 

現在の二国間取決めは政府の努力目標にとどまっており，また，実際に締

結されている二国間取決めの内容は抽象的な「約束」にとどまっている。送

出機関の適正化を実効性のあるものとするために，送出国における渡航前費

用や保証金の徴収等について規制を行い，二国間取決めに違反する行為があ

                         
21 当連合会「中国人農業技能実習生に関する人権救済申立事件（勧告）」（２０１４年１２月

１日） 
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/hr_case/data/2014/complaint_14112

8.pdf 
22 当連合会「技能実習生の労働環境に関する人権救済申立事件（勧告）」（２０２０年２月２

６日） 
https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/document/complaint/2020/complaint_200226

.pdf 
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った場合には当該送出国からの受入れ全体を停止するなど，具体的かつ法的

拘束力のある内容とすべきである。 

 

第５ 難民問題（パラグラフ３５・３６） 

１ 提言 

日本政府は，難民認定手続において，難民の地位に関する条約（以下「難

民条約」という。）第１条を国際基準に沿って解釈して審査を行うべきであ

る。 

日本政府は，難民認定申請者に仮滞在を許可し，仮放免等の収容代替措置

を積極的に活用し，その収容をできる限り回避すべきである23。 

日本政府は，難民認定申請者を収容する場合でも，収容期間の上限を原則

６か月とすべきである24。また，日本政府は，被収容者に対し入管施設から

独立した医療機関で十分かつ適時の治療を受けられる医療体勢を構築する

べきである。 

 日本政府は，難民認定申請者に対する十分な生活保障をし，申請後少なく

とも６か月経過後は就労も認めるべきである25。 

２ 理由 

(1) 日本政府コメントの要旨 

日本政府は，濫用・誤用的難民認定申請があると主張し，シリア人の例を

挙げ，真に庇護を必要とする者の迅速な保護を図っており，２０１８年には

４２人を難民と認定し，難民認定しない場合でも保護の必要性があれば日本

に在留することを認めていると述べている（パラグラフ２１ないし２３）。 

また，日本政府は，難民認定申請者のうち難民である可能性が高い者又は

人道上の配慮を要する者には速やかに就労を認めつつ，濫用・誤用的難民認

定申請者の就労は認めないと述べている（パラグラフ２４ないし２７）。 

                         
23 当連合会「難民認定制度及び難民認定申請者等の地位に関する提言」（２０１４年２月２１

日） 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140221_

2.pdf（日本語） 

https://www.nichibenren.or.jp/library/en/document/data/140221_opinion.pdf（英語） 

24 当連合会「大村入国管理センターにおける長期収容に関する人権救済申立事件（勧告）」

（２０１９年１１月２５日） 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/hr_case/data/2019/complaint_19112

5.pdf 
25 前掲８ 
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さらに，日本政府は，在留資格がない難民認定申請者に対する仮滞在及び

仮放免を認めていること（パラグラフ２８及び２９），入管収容施設の被収容

者の処遇において，彼らの生活様式を尊重し，健康状態及び動静把握を徹底

して事故防止に努め，入国警備官を対象とした人権教育等をしていると述べ

ている（パラグラフ３０及び３１）。 

加えて，日本政府は，難民認定申請者のうち生活に困窮する者に対して生

活費，住居費（一時的な居住施設の提供を含む。）及び医療費の支援を行って

いると述べている（パラグラフ３２）。 

(2) 日本政府コメントの問題点 

① ２０１８年には１０，４９３人が難民認定を申請しているが，同年に難

民認定がされたのは４２人（０．４％）であり，在留特別許可を得た者（４

０人）を含めた庇護者の総数は８２人（０.８％）である26。このように日

本における難民認定率は著しく低いが，その原因は難民認定手続において，

難民条約第１条を国際基準よりも厳格に解釈していることにある。 

② 仮滞在許可制度は，退去強制手続を停止し，難民認定申請者が身柄を収

容されることなく，適法に日本に滞在できるようにする制度である。しか

し，仮滞在許可には，日本に上陸した日から６か月を経過した後に難民申

請を行ったものであるとき及び逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当

の理由があるときを含む広範な除外事由がある27。日本政府は，２０１８年，

仮滞在許可を求めた９７７人のうち３８人に仮滞在を許可した28。このよ

うに，仮滞在許可制度は十分に機能していない。 

③ 在留資格を有しない難民認定申請者の大半が入管施設における収容を経

験しており，収容期間に上限はない。かかる収容を停止する措置として仮

放免があるが，２０１８年２月２８日付けの法務省第４３号指示により仮

放免がほとんど認められなくなり，半年以上の長期収容者が激増している。

長期収容に抗議するハンガーストライキが全国の入管施設で実施され，中

には餓死する者まで出ているが，日本政府の方針に変更はなく，むしろ体

調不良となった者に２週間のみ仮放免を認め，収容を再度実施・継続する

という運用が行われている。さらに，２０１３年以降，被収容者が少なく

                         
26 法務省入国管理局「平成３０年における難民認定者数等について」 

http://www.moj.go.jp/content/001290416.pdf 
27 入管法第６１条の２の４第１項 
28 前掲２６ 
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とも５名が病気により死亡している。このような状況になっているにもか

かわらず，収容期間の上限を設けず，６か月を超える身体拘束を認めるこ

とは，身体拘束の期間を定める移民法の例が多いことに照らしても妥当で

ない。 

  また，２０１５年９月から難民申請の案件を４分類に振り分け，分類ご

とに異なる手続を行う運用が開始され29，２０１８年１月からは，日本政府

が難民認定の可能性が低い，又は難民制度の濫用であると判断した案件へ

の就労制限・在留制限の適用が拡大された30。そして，就労資格のない難民

認定申請者は，生活保護も受けられない31。また，正規の在留資格のない難

民認定申請者は，国民健康保険に加入できない32。他方，難民認定申請者へ

の生活費，住居費，医療費の支援は不十分である33。 

 

                         
29 法務省入国管理局「難民認定業務について」（２０１７年１２月）

http://www.moj.go.jp/content/001245719.pdf 
30 法務省入国管理局「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」 

http://www.moj.go.jp/content/001244610.pdf 
31 厚生労働省社会保障審議会福祉部会生活保護制度の在り方に関する専門委員会「説明資

料」（２００４年６月８日） 
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0608-6a.html 

32 国民健康保険法第５条及び第６条第１１号並びに国民健康保険法施行規則第１条 
33 社会福祉法人日本国際社会事業団「難民と社会資源」 

https://www.issj.org/refugees/social_resources 

生活費は１日当たり大人で１６００円，子ども８００円である。また，住居費は１か月当た

り単身者で４万円である。なお，医療費は実費であるが上限があり，立替払いとなっている。 


