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出身国情報の重要文書

コンゴ民主共和国

2022 年 6 月 2 日更新

★は今回版に追加／更新した箇所です。

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）
UNHCR「進行中の紛争と暴力によって影響を受けたコンゴ民主共和国の北部キヴ、南
部キヴとその近接地域への帰還に関する UNHCR の見解 更新 Ⅱ（仮訳）」
［外部リンク：UNHCR］
_____ ＜旧版＞「進行中の紛争と暴力によって影響を受けたコンゴ民主共和国の北部
キヴ、南部キヴとその近接地域への帰還に関する UNHCR の見解 更新 I （仮
訳）」（2014 年 9 月）［外部リンク：UNHCR］

英国内務省
＜英国政府ウェブに掲載中の文書とその前訂版＞
英国内務省「国別政策情報ノート コンゴ民主共和国：不認定庇護希望者、第 4.0 版
（Country Policy and Information Note - Democratic Republic of Congo (DRC):
Unsuccessful asylum seekers, Version 4.0）」（2020 年 1 月）［外部リン
ク：英国政府ウェブ］／訳文なし
英国内務省「国別政策情報ノート コンゴ民主共和国：政府への反対、3.0 版（Country
Policy and Information Note - Democratic Republic of Congo (DRC): Opposition
to the Government, Version 3.0）」（2019 年 11 月）［外部リンク：英国政府
ウェブ］／入管庁仮訳［外部リンク：入管庁ウェブ］
英国内務省「国別政策情報ノート コンゴ民主共和国：ジェンダーを理由とした暴力、
2.0 版（Country Policy and Information Note - Democratic Republic of Congo
(DRC): Gender Based Violece, Version 2.0）」（2018 年 9 月）［外部リン
ク：英国政府ウェブ］／訳文なし
_____ ＜旧版＞「国別政策及び情報ノート コンゴ民主共和国：ジェンダーに基づく危
害又は暴力に怯える女性、1.0 版（仮訳）」（2017 年 6 月）［外部リンク：入
管庁ウェブ］
＜その他の英国政府ウェブから既に削除されている文書＞
英国内務省「出身国情報報告

コンゴ民主共和国（仮訳）」（2012 年 3 月 9 日）［外

部リンク：入管庁ウェブ］
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_____ ＜旧版＞「出身国情報報告

コンゴ民主共和国（仮訳）」（2009 年 1 月 27

日）［外部リンク：入管庁ウェブ］
英国内務省「出身国重要情報文書 コンゴ民主共和国（仮訳）」（2007 年 2 月 14
日）［外部リンク：入管庁ウェブ］

オーストラリア外務貿易省（DFAT）
該当なし

欧州連合難民機関（EUAA）／旧欧州難民支援事務所（EASO）
EASO「クエリー回答［Q3-2022］：上カタンガ州におけるカタンガ独立運動（The
Katanga independence movement in Haut-Katanga province）」（2022 年 1
月 12 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
EASO「クエリー回答［Q1-2022］：2018 年にキンシャサで実施された Likofi 作戦
（Operation Likofi during 2018 in Kinshasa）」（2022 年 1 月 6 日）［外部リ
ンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
EASO「クエリー回答［Q37-2021］：妖術・魔術（Sorcery, Witchcraft）」（2021 年
11 月 5 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
EASO「クエリー回答［Q33-2021］：2018 年ユンビ大虐殺に関する情報
（Information on the so-called 2018 Yumbi massacre）」（2021 年 10 月 1
日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
EASO「クエリー回答［Q32-2021］：反体制派、ジャーナリスト、活動家（Political
opponents, journalists, activists）」（2021 年 9 月 16 日）［外部リンク：
EUAA COI Portal］／訳文なし
EASO「クエリー回答［Q30 -2021］コンゴ民主共和国：DRC の LGBT の人びと
（LGBT people in DRC）」（2021 年 9 月 9 日）［外部リンク：ecoi］／訳文
なし
EASO「クエリー回答［Q28-2021］：組織犯罪ネットワークの取締りと被害者保護
（State measures towards organised criminal networks, in particular diamond
dealers and Kuluna gangs, and state response to their victims）」（2021 年 8
月 31 日）［外部リンク：ecoi］／訳文なし
EASO「医療出身国情報：コンゴ民主共和国（MedCOI Report: Democratic Republic
of Congo (DRC)）」（2021 年 8 月）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳
文なし
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その他の主な文書（2020 年以降に発出）
カナダ移民難民委員会（IRBC）「クエリー回答［COD200964.FE］コンゴ民主共和
国：民主化と社会進歩のための連合（Union pour la démocratie et le progrès
social, UDPS）や変革のための共同戦線（Front commun pour le Congo,
FCC）のメンバーを含む反対派の当局による扱い（2020 年〜2022 年 3 月）」
IRBC（2022 年 4 月 11 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし ★
_____ 「クエリー回答［COD200966.FE］コンゴ民主共和国：出頭命令（mandats de
comparution）、拘束令状（mandats d'amener）、逮捕状（mandats d'arrêt）
などの司法文書；発行機関；内容や外観などの司法文書の特徴；サンプル
（2022-2022 年 3 月）」 IRBC（2022 年 4 月 4 日）［外部リンク：IRBC］
／訳文なし ★
_____ 「クエリー回答［COD200965.E］コンゴ民主共和国：偽造のＩＤや行政文
書、法的文書の普及と入手可能性（2020 年～2022 年 3 月）」（2022 年 3 月
23 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［COD200957.E］コンゴ民主共和国：性的指向やジェンダ
ー・アイデンティティ等を理由にした社会と当局による取扱い（法令、国家保
護、支援サービスを含む）（2020 年～2022 年 2 月）」（2022 年 3 月 22 日）
［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［COD200505.FE］コンゴ民主共和国：Civil status documents,
including birth certificates, birth certificate extracts, birth registry extracts,
certificates of notoriety in lieu of birth certificates (actes de notoriété supplétifs
à un acte de naissance), suppletory judgments (jugements supplétifs), and the
civil status record; requirements and steps to follow to obtain these documents;
availability of fraudulent suppletory judgments and civil status records (2019–
April 2021)」（2021 年 4 月 8 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［COD200507.E］コンゴ民主共和国：Domestic and sexual
violence, including treatment of survivors; legislation; state protection and
support services (2019–March 2021)」（2021 年 3 月 19 日）［外部リンク：
IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［COD200187.FE］コンゴ民主共和国：公的な身分関係文書
（The consequences of living without civil status documents in the Democratic
Republic of the Congo (DRC), including birth, marriage or other certificates, as
well as education documents; whether persons who are not registered with the
civil status authorities may register the birth of a child; whether it is possible to
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obtain a passport without other civil status documents (2017-March 2020)）」
（2020 年 4 月 24 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［OD200188.FE］：カサイ地域での伝統的な禁忌事項
（Tshibindi および Tshibawu）、実践の目的や違反者の状況」（2020 年 4 月
15 日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［COD200185.FE］：人権活動家の状況」（2020 年 4 月 3
日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
_____ 「クエリー回答［COD200186.FE］：コンゴ国籍の再取得」（2020 年 3 月 30
日）［外部リンク：IRBC］／訳文なし
フィンランド移民庁（FIS）「2021 年における人権侵害の主な傾向（PRINCIPALES
TENDANCES DES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME AU COURS DE
L’ANNÉE 2021）」（2022 年 1 月 20 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］
／訳文なし
_____ 「コンゴ民主共和国：ツチおよびルワンダ系住民の状況、キンシャサへの国内
避難（Kongon demokraattinen tasavalta / Tutsi- ja ruandalaistaustaisten ja
maan sisäisesti siirtyneiden asema Kinshasassa ）」（2021 年 12 月 17 日）
［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「コンゴ民主共和国：女性の状況（Kongon demokraattinen tasavalta / Naisten
asema）」（2021 年 10 月 28 日）［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文
なし
フランス難民・無国籍庇護局（OFPRA）「コンゴ民主共和国：カピア（クウィル）近
くのルワンダ系（2017 年～2018 年）「遊牧民」の存在（RDC : Présence de
bergers « rwandais » près de Kapia (Kwilu) en 2017-2018)）」（2021 年 3 月
25 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
_____ 「コンゴ民主共和国：Katembele と Lwatamba の Raya Mutomboki 勢力
（RDC : Les Raïa Mutomboki à Katembele et Lwatamba）」（2021 年 2 月 15
日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
_____ 「コンゴ民主共和国：ダウン症の子どもの受容（RDC : La perception des
enfants trisomiques）」（2021 年 1 月 29 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文
なし
_____ 「コンゴ民主共和国：フェリックス・チシセケディの就任後のレビュー
（RDC : Le bilan de début de mandat de Félix Tshisekedi）」（2020 年 4 月
30 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
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_____ 「コンゴ民主共和国：BDK/BDM 運動に起因する虐待とその支持者が使用した
武器に関する情報（RDC : Informations sur les exactions imputées au
mouvement BDK/BDM et les armes utilisées par ses adeptes）」（2020 年 4
月 23 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
_____ 「コンゴ民主共和国：ベニ地域のギリマ（またはバンギリマ）民兵に関する情
報（RDC : Informations sur la milice Ngilima (ou Bangirima) dans la région de
Béni）」（2020 年 4 月 8 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
_____ 「コンゴ民主共和国：ゴマ地域のクムとツチのコミュニティのつながり
（RDC : Les liens entre les communautés Kumu et Tutsi dans la région de
Goma）」（2020 年 3 月 27 日）［外部リンク：OFPRA］／訳文なし
ベルギー難民・無国籍者弁務官事務所資料研究センター（CGRS）「COI フォーカス
‐コンゴ民主共和国：各国家機関により送還された国民の取扱い（COI Focus
-DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO: The treatment of their nationals
returning to the country by the national authorities）」（2021 年 7 月 23 日）
［外部リンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
_____ 「COI フォーカス‐コンゴ民主共和国：同性愛（COI Focus - Republique
Democratique du Congo: L’homosexualité）」（2021 年 6 月 17 日）［外部リ
ンク：EUAA COI Portal］／訳文なし
ACCORD「コンゴ民主共和国：バニヤムレンゲの状況（2020 年～2022 年 3 月）
（Democratic Republic of the Congo: The Situation of the Banyamulenge
(2020 to March 2022) ）」（2022 年 4 月）［外部リンク：ecoi.net］
Asylum Research Centre (ARC)「コンゴ民主共和国、イランおよびイラクの LGBT の
人びとに係る EASO クエリー回答へのコメント（Commentary on EASO COI
Queries on the DRC, Iran and Iraq: LGBT persons）」（2022 年 1 月）［外部
リンク：ARC］／訳文なし
_____ 「コンゴ民主共和国：北キブ、南キブおよびイトゥリの状況‐更新
（Democratic Republic of the Congo (DRC): The situation in North Kivu, South
Kivu and Ituri – Update）」（2021 年 7 月 26 日）［外部リンク：ARC］／訳
文なし

※ ハイライトは、日本語の訳文がある文書。
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