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収容・送還の在り方に関する意見書 

 

   ２０２０年（令和２年）３月１８日 

日本弁護士連合会 

 

 法務省は，「送還忌避者の増加」や「収容の長期化」を防止する方策，その間の収

容の在り方を検討することが出入国管理行政にとって喫緊の課題となっているとし

て，２０１９年（令和元年）１０月，法務大臣の私的懇談会である「出入国管理政策

懇談会」（以下「本懇談会」という。）の下に「収容・送還に関する専門部会」（以

下「本専門部会」という。）を設置した。 

 本専門部会では，「送還を促進するための措置の在り方」と「収容の在り方」のそ

れぞれについて「論点整理」がされ，有識者や実務者からなる委員によって，出入国

在留管理庁が採るべき方策等が議論されている 1。 

当連合会は，従前から出入国管理行政における収容・送還に関する制度・運用の問

題点を指摘するとともに，その改善に向けた意見を述べてきたところであるが，本専

門部会における議論の状況等を踏まえ，上記の「論点整理」に掲げられた各論点につ

いて，収容・送還の在り方に関する意見を述べる。 

 

第１ 意見の趣旨 

 １ 「送還の在り方」について 

(1) 「退去強制令書の発付を受けた者に対する自発的な出国を促すために考えら 

れる運用上又は法整備上の措置」として，退去強制令書の発付後の任意出国期 

間や上陸拒否期間の短縮とともに，再上陸許可を保障する制度を設けることを 

提案する。 

(2) 「退去強制令書が発付されたものの本邦から退去しない行為に対する罰則の

創設」に対し，反対する。 

(3) 「送還の回避を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請に対する運用上又は

法整備上の措置」として，難民認定申請を簡易に処理する仕組みを創設するこ

とや，難民申請中の送還停止効の例外を設けることについては，難民認定の質

の向上のための措置が十分に実施されない限り，反対する。 

２ 「収容の在り方」について 

                                            
1 第７次出入国管理政策懇談会における「収容・送還に関する専門部会」第３回会合（２０１

９年（令和元年）１１月２５日）配布資料２「論点整理（案）」参照。 
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(1) 「収容期間の上限，収容についての司法による審査」に関し，収容の要件を

「その者が逃亡し，又は逃亡すると疑うに足りる相当の理由があるとき」に限

り収容できると定めた上，その判断は司法によるものとする（少なくとも一定

期間の経過後の司法審査を保障する）とともに，収容期間は法律で最長でも６

か月以内と定めるべきである。 

(2) 「被収容者のプライバシーの確保や被収容者に対する医療，被収容者の心情

把握・ケアに関する取組等の被収容者の処遇」について，社会一般の水準と同

様の水準の医療の提供及びこのような医療へのアクセスが阻害されないこと

を確保するとともに，通院・入院等の必要のある者について仮放免を行うこと

を徹底すべきである。 

    (3) 「仮放免の要件・基準」について，仮放免の要件を「その者が逃亡し，又は

逃亡すると疑うに足りる相当の理由がなくなったとき」又は「収容の必要がな

くなったとき」などとした上，明確に法律に規定すべきである。 

    (4) 「仮放免された者による逃亡等の行為に対する罰則の創設」に対し，反対す

るとともに，仮放免された者で少なくとも退去強制令書の発付から送還のない

まま一定期間が経過した者について，一時的な在留資格あるいは就労の許可を

付与する制度を設けることを提案する。 

 

第２ 意見の理由 

 １ はじめに 

前記のとおり，本専門部会では，「送還忌避者の増加」と「収容の長期化」を

防止する方策を検討することを目的として，「送還を促進するための措置の在り

方」と「収容の在り方」が議論されている。この議論においては，「送還忌避者」，

すなわち，「退去強制令書の発付を受けたものの本邦から退去しない者」が送還

されるべきである者であることを当然の前提として，その増加を防止するための

措置を議論するものとされている。 

しかしながら，本邦から退去しない又はできない理由は，それぞれの外国人の

事情に応じ，本邦で生育したこと，本邦に家族を有すること，本国に帰国すると

迫害の危険にさらされることなど様々であり，このような者を強制送還すること

は，既に形成された生活の基盤や家族とのつながりを奪い，生命・身体の危険を

もたらすおそれがある 2。 

                                            
2  そのような事情を有する外国人が退去しなければならない地位に置かれることになった在留

特別許可の判断，難民認定の判断の在り方を検討する必要がある。この点については，当連合会
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また，収容による身体拘束は，それ自体が人権に対する重大な制約であり，収

容された者に対し，精神的・肉体的に重大な損害をもたらすことは言うまでもな

いのであって，本専門部会が検討している課題は，外国人に対する極めて重大な

人権侵害に及ぶ恐れがある。 

こうした退去強制令書の発付を受けた者について，本邦から退去できない理由

やその原因を解消することなく，また，収容が外国人に対する重大な人権問題で

あることを直視することなく，「送還を促進するための措置」や「収容の在り方」

を検討したとしても，真の問題の解決にはつながらない。 

以下においては，このような観点を踏まえ，それぞれの論点について意見を述

べる。 

 ２ 「送還の在り方」について 

(1) 「退去強制令書の発付を受けた者に対する自発的な出国を促すために考えら 

れる運用上又は法整備上の措置」について 

現行の出入国管理及び難民認定法（以下「法」という。）においては，上陸 

拒否期間が原則５年と長く（法５条１項９号ロ），また，出国命令制度の要件

が厳格であること（法２４条の３）等が，自発的な出国を妨げる要因の一つと

なっている。 

そこで，当連合会は，「退去強制令書の発付を受けた者に対する自発的な出  

国を促すために考えられる運用上又は法整備上の措置」として，退去強制令書  

の発付後等に任意出国期間を設け，当該期間内に自発的に出国した場合には， 

上陸拒否期間を無しとする又は６か月ないし１年に短縮するとともに，再上陸

許可を保障する制度を設けることを提案する。 

(2) 「退去強制令書が発付されたものの本邦から退去しない行為に対する罰則 

の創設」について 

                                            
「在留特別許可のあり方への提言」（２０１０年１１月１７日）４ないし５頁，同「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）１７ないし１９頁等参

照。 

 なお，在留特別許可率（理由なし裁決（在留特別許可を含む）を分母とし，在留特別許可を分

子とした比率）は２０１１年は８２％,２０１２年が７７％,２０１３年が６４％,２０１４年が６

５％,２０１５年が６５％,２０１６年が６０％，２０１７年が５２％,２０１８年が５９％となっ

ている（２０１６年版「出入国管理」（白書）５０頁・５３頁，２０１９年版「出入国在留管理」

（白書）５７頁・同６０頁参照）。 



 

- 4 - 

 

本専門部会では，「送還を促進するための措置の在り方」として，退去強制

令書が発付されたものの本邦から退去しない行為に対する罰則（送還忌避罪）

の創設が議論されている。 

しかしながら，そもそも，退去強制令書が発付された後，本邦から退去しな

い事例は全体からすると極めて低い割合であって 3，かつ，それらの者は，本

邦で生育した者，本邦に家族を有する者，本国に帰国した場合に迫害の危険に

さらされる者が相当数存在する。 

ところが，前記のとおり，本専門部会は，「本邦から退去しない」という外

形的な事象のみを捉え，なぜ本邦から退去しない又はできないのか，その理由

や原因といった立法事実を十分に調査・検討していない。そのような状況にも

かかわらず，安易に刑事罰を導入し，本邦で家族と生活したいとの想いを持つ

者を処罰したとしても，結局，本邦から任意に退去することは期待し難い。ま

た，本国に帰国した際，迫害の危険にさらされるおそれのある者を処罰したと

しても，同様に，本邦から任意に退去することは考え難い。 

このように，刑事罰を導入したとしても，退去強制令書が発付された者が本

邦から任意に退去することは期待できず，刑事罰を受けたとしても本邦から退

去しない又はできない事態は生じ続けるのであって，問題の根本的な解決には

ならない。 

以上より，当連合会は，「退去強制令書が発付されたものの本邦から退去し

ない行為に対する罰則の創設」に反対するとともに，送還忌避に対する解決策

として，従前から述べているとおり，子どもの最善の利益，家族生活，私的生

活を十分に考慮した在留特別許可の適切な運用，難民認定の質の向上を求める

ものである 4。 

(3) 「送還の回避を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請に対する運用上又は  

法整備上の措置」について 

                                            
3 ２０１４年から２０１８年までの退去強制令書の発付件数の合計３万６６４６件に対し，同期

間の自費出国，国費送還など送還件数の合計は３万６２４４件であり，退去強制令書（決定）に

おける送還率は９９.８％である。そのうち，事実上の任意出国（自費出国）や護送官付きの国費

送還が大多数を占める。本専門部会第２回会合資料３「送還に関する現状」(２０１９．１１．１

１)２頁。 

4  前掲「在留特別許可のあり方への提言」（２０１０年１１月１７日）１頁，前掲「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）１頁等参照。 
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本専門部会では，「送還を促進するための措置の在り方」として，「送還の

回避を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請に対する運用上又は法整備上の

措置」が論点とされている。そして，そのような措置として，「濫用・誤用的

な申請」を簡易に処理する仕組みの創設とともに，「濫用・誤用的な申請」に

対する送還停止効の適用除外が議論されている。 

ところで，難民認定制度については，本懇談会の下に設置された「難民認定

制度に関する専門部会」（以下「難民専門部会」という。）が，２０１４年１

２月２６日付けで「難民認定制度の見直しの方向性に関する検討結果（報告）」

を公表し，①保護対象の明確化による的確な庇護，②手続の明確化を通じた適

正・迅速な難民認定，③難民判断の明確化を通じた透明性の向上，④難民認定

実務に携わる者の専門性の向上を提言していた。 

しかしながら，出入国在留管理庁は，濫用・誤用的な難民認定申請に対する

措置として難民認定申請者の在留制限や就労制限といった運用の見直しを繰

り返し行う一方，保護対象の明確化，難民判断の明確化や難民認定実務に携わ

る者の専門性の向上といった，難民専門部会で提言された難民認定の質の向上

に向けた措置については，限定的な実施にとどまっているのが現状である。 

当連合会は，２０１５年３月１９日付けで公表した「難民認定制度の見直し

の方向性に関する専門部会報告に対する意見書」において，濫用・誤用的な難

民認定申請に対する措置については，前記の難民認定の質を向上させるための

施策を実現して真の難民がもれなく保護される制度的な保障をすることとあ

いまって，導入の是非が論じられるべきであると述べているところである。 

とりわけ，本専門部会で議論されているのは，難民認定手続中の難民保護に

関する最も重要な原則であるノン・ルフールマン原則（本国で迫害を受けるお

それのある者について，本国に追放又は送還してはならないという国際法上の

原則）に関わる論点であることからすれば，前記の状況でこうした措置を導入

することは，真の難民を誤って本国に送還してしまうという事態を生じさせる

ことになりかねない 5。 

                                            
5 出入国在留管理庁は，専門部会に提出した資料において，複数回の難民認定申請を行う者や退

去強制令書の発付後に初めて難民認定申請を行う者がいることに照らし，難民認定手続中の送還

停止効に着目して送還を回避するために「濫用・誤用的な申請」を行う「送還忌避者」が一定数

存在すると考えられるとしている。 

しかし，日本の難民認定の状況に関する質問主意書に対する内閣総理大臣の回答書等によれば，

２０１０年から２０１８年までに難民認定を受けた２１２名のうち，複数回の難民認定申請を行
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以上のとおりであるから，難民認定の質の向上のための措置が十分に実施さ

れない限り，「送還の回避を目的とする濫用・誤用的な難民認定申請に対する

運用上又は法整備上の措置」として，難民認定申請を簡易に処理する仕組みを

創設することや，難民申請中の送還停止効の例外を設けることは，真に保護さ

れるべき難民について，ノン・ルフールマン原則に反する送還のおそれを著し

く高めることになるものであるから，反対である。 

３ 「収容の在り方」について 

(1) 「収容期間の上限，収容についての司法による審査」について 

本専門部会の検討課題は「収容の長期化」の防止であるから，当連合会が従 

前から述べてきたとおり，収容に法律上の期限を設けるべく，退去強制令書の

収容期間に制限を設けるべきであり 6，より具体的には，ＥＵ諸国等と同様に，

収容期間は法律で最長でも６か月と定めるべきである 7。 

また，当連合会が従前から述べてきたとおり，収容は必要性を要件とすべき 

であって 8，より具体的に，「その者が逃亡し，又は逃亡すると疑うに足りる相 

当の理由があるとき」に限り，収容できると改正すべきである。 

さらに，収容の判断は，外国人の人身の自由に対する重大な制約であること 

から，裁判所の令状など事前の司法審査によるべきであり，少なくとも一定期 

間の経過後の司法審査を保障すべきである 9。 

                                            
った者は１９名（約９．０％）である一方，退去強制令書の発付後に難民認定を受けた者は４３

名（約２０．３％）に上っている。また，前記の期間において，難民とは認定されなかったもの

の，人道配慮を理由に在留を許可された１２４５名のうち，複数回の難民認定申請を行った者は

３８４名（約３０．８％）であり，退去強制令書の発付後に在留を許可された者は５１６名（約

４１．４％）となっている。 

このように，相当数の者が複数回の難民認定申請又は退去強制令書の発付後に難民として認定

されたり，人道配慮を理由に在留を許可されたりしている現状は，複数回の難民認定申請を行う

者や退去強制令書の発付後に初めて難民認定申請を行う者の中に保護されるべき者が相当数存在

していることを示している。 

6 当連合会「出入国管理における身体拘束制度の改善のための意見書」（２０１４年９月１８

日）１頁参照。 
7 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）」（２

０１９年１１月２５日）参照。 

8 前掲「出入国管理における身体拘束制度の改善のための意見書」１頁参照。 
9 前掲「出入国管理における身体拘束制度の改善のための意見書」２頁参照。 
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 (2) 「被収容者のプライバシーの確保や被収容者に対する医療，被収容者の心情  

把握・ケアに関する取組等の被収容者の処遇」について 

本専門部会の検討課題は「収容の長期化」の防止ではあるものの，「被収容  

者のプライバシーの確保や被収容者に対する医療，被収容者の心情把握・ケア  

に関する取組等の被収容者の処遇」も論点とされている。 

入管収容施設の被収容者に適当な医療措置を実施し，被収容者の健康を維持   

するのは，国の責務である（被収容者処遇規則３０条，国連被拘禁者処遇最低  

基準規則（マンデラ・ルール）規則２４）。 

当連合会が従前から述べてきたとおり，入管収容施設被収容者に対する医療  

については，社会一般の水準と同様の水準の医療提供及びこのような医療へ 

のアクセスが阻害されないことが確保されるとともに，通院・入院等の必要の

ある者については仮放免を行うことが徹底されるべきである 10。 

また，死亡事故が発生した場合には第三者機関による原因の調査及び公表を

行うとともに，再発防止策の策定等を行うべきである 11。 

    (3) 「仮放免の要件・基準」について 

    本専門部会では「収容の長期化」の防止が検討課題とされているところ，仮

放免は収容代替措置の一つであり，仮放免こそが収容の長期化を防止すべき本

来的な解決策である。 

しかしながら，現在の仮放免の運用は，平成３０年２月２８日付け法務省入

国管理局長「被退去強制令書発付者に対する仮放免措置に係る適切な運用と動

静監視強化の更なる徹底について」（指示）以降，極めて厳格なものとなって

いる。 

ところが，前記の指示内容は，本専門部会においても一部が開示されたにと

どまり，その全てが開示されることのないままに仮放免の在り方が議論されて

おり，十分な基礎資料が公開されていない状態となっている。したがって，仮

放免の要件の在り方や運用に関し，適切な検討がされているとは言い難い状況

にあると言わざるを得ず，本専門部会における議論の前提として，上記の指示

内容が全面的に開示されるべきである。 

                                            
10 当連合会「入管収容施設における医療問題に関する人権救済申立事件（勧告・要望）」

（２０１４年１１月７日）参照。 

11 当連合会「入国管理センターにおける被収容者の死亡事件及び再収容に関する会長声明」

（２０１９年８月８日）等参照。 
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仮放免の要件・基準に関しては，当連合会がこれまでに述べてきたとおり，

外国人の人身の自由を原則として保障するとともに，送還の実効性の確保も考

慮する観点から，仮放免の要件を「その者が逃亡し，又は逃亡すると疑うに足

りる相当の理由がなくなったとき」又は「収容の必要がなくなったとき」とす

るとともに，これを明確に法律で規定すべきである 12。 

(4) 「仮放免された者による逃亡等の行為に対する罰則の創設」について 

   本専門部会では，「収容の長期化」の解消のための手段として直接関連しな

い「仮放免された者による逃亡等の行為に対する罰則の創設」が議論されてい

る。 

仮放免された者による逃亡の件数は近年増加しているとされているが 13，し

かしながら，ここでもやはり仮放免された者がなぜ逃亡するのかという原因に

ついて，十分な調査・検討が行われておらず，立法事実を形式的に捉えている

にとどまると言わざるを得ない。 

このような状況において，安易に刑事罰を導入したとしても，仮放免された

者の逃亡の原因を調査し，その原因を解消しない限り，逃亡は今後も生じ続け

ることとなるおそれがある。 

そもそも仮放免された者による逃亡が増加したのは，仮放免に就労禁止条件

が全面的に付されるという運用が開始された２０１５年秋以降であることが

窺われることからすれば，就労禁止条件によって生計を維持する手段を失った

ことが，仮放免された者が逃亡せざるを得ない状況となった要因の一つである

と考えられる 14。 

したがって，当連合会は，「仮放免された者による逃亡等の行為に対する罰

則の創設」に反対するとともに，仮放免された者の生存権を尊重すべきである

との観点から，仮放免された者で少なくとも退去強制令書の発付から送還のな

いまま一定期間が経過した者について，一時的な在留資格あるいは就労の許可

を付与する制度を設けることを提案する。 

                                            
12 当連合会２０１４年９月１８日付け「出入国管理における身体拘束制度の改善のための

意見書」２頁参照。 

13 ２０１４年１２月末９６名，２０１５年１２月末１１２名，２０１６年１２月末１７０

名，２０１７年１２月末２７６名，２０１８年１２月末３２８名である。本専門部会・第

３回会合，資料３「収容・仮放免に関する現状」(２０１９．１１．２５)５頁。 

14 ２０１５年秋以降，仮放免された者のほぼ全件に就労禁止条件が付され，これに違反した場

合には条件違反を理由に収容される運用となっている。 
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   以 上 


