（新設）

（傍線部分は改正部分）

改正法公布時（平成二十一年七月十五日）

◎出入国管理及び難民認定法施行規則（昭和五十六年法務省令第五十四号）新旧対照表

改正法施行時（一条改正分・平成二十二年七月一日）
（上陸の拒否の特例）
第四条の二 法第五条の二に規定する法務省令で定める
場合は、次に掲げる場合とする。
一 外国人に法第二十六条第一項の規定により再入国
の許可を与えた場合又は法第六十一条の二の十二第
一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合で
あつて、当該外国人が在留資格をもつて在留してい
る場合
二 外国人に法第七条の二第一項の規定により証明書
を交付した場合又は外国人が旅券に日本国領事官等
の査証（法務大臣との協議を経たものに限る。）を
受けた場合であつて、法第五条第一項第四号、第五
号、第七号、第九号又は第九号の二に該当する特定
の事由（以下「特定事由」という。）に該当するこ
ととなつてから相当の期間が経過していることその
他の特別の理由があると法務大臣（法第六十九条の
二の規定により、法第五条の二に規定する権限の委
任を受けた地方入国管理局長を含む。）が認める場
合
２ 法第五条の二の規定により外国人について特定事由
のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、
当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付する
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（仮上陸の許可）
第十二条
１～６ （同上）
（新設）

ものとする。
（仮上陸の許可）
第十二条
１～６ （略）
７ 法第十三条第六項に規定する収容令書の様式は、別
記第十六号の二様式による。

（資格外活動の許可）
第十九条
１、２ （同上）
３ 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長にお
いて相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理
局に出頭することを要しない。この場合においては、
次の各号に掲げる者（第一号及び第二号については、
当該外国人から依頼を受けたもの）が、本邦にある当
該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及
び前項に定める手続を行うものとする。
一 第一項に規定する外国人が経営している機関若し
くは雇用されている機関の職員、当該外国人が研修
若しくは教育を受けている機関の職員（以下「受入
れ機関等の職員」という。）又は公益法人の職員で
、地方入国管理局長が適当と認めるもの

二、三 （同上）
４ （同上）
（新設）

（資格外活動の許可）
第十九条
１、２ （略）
３ 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長にお
いて相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理
局に出頭することを要しない。この場合においては、
次の各号に掲げる者（第一号及び第二号については、
当該外国人から依頼を受けたもの）が、本邦にある当
該外国人に代わつて第一項に定める申請書等の提出及
び前項に定める手続を行うものとする。
一 第一項に規定する外国人が経営している機関、雇
用されている機関若しくは研修若しくは教育を受け
ている機関若しくは当該外国人が行う技能、技術又
は知識（以下「技能等」という。）を修得する活動
の監理を行う団体の職員（以下「受入れ機関等の職
員」という。）又は公益法人の職員で、地方入国管
理局長が適当と認めるもの
二、三 （略）
（略）
法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに

４
５
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許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるも
のとする。
一 一週について二十八時間以内（留学の在留資格を
もつて在留する者については、在籍する教育機関が
学則で定める長期休業期間にあるときは、一日につ
いて八時間以内）の収入を伴う事業を運営する活動
又は報酬を受ける活動（風俗営業若しくは店舗型性
風俗特殊営業が営まれている営業所において行うも
の又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗
特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗
型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の
在留資格をもつて在留する者については教育機関に
在籍している間に行うものに限る。）
二 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、
資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機
関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定め
て個々に指定する活動
６ 法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取
り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式に
よる資格外活動許可取消通知書によりその者に通知す
るとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返
納させ、又はその者が所持する旅券に記載された資格
外活動の許可の証印をまつ消するものとする。
（臨時の報酬等）
第十九条の二 法第十九条第一項第一号に規定する業と
して行うものではない講演に対する謝金、日常生活に
伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めると

（新設）

（臨時の報酬等）
第十九条の二 法第十九条第一項第一号に規定する業と
して行うものではない講演に対する謝金、日常生活に
伴う臨時の報酬その他の報酬は、次の各号に定めると
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（就労資格証明書）
第十九条の三 法第十九条の二第一項の規定による証明
書（以下「就労資格証明書」という。）の交付を申請
しようとする外国人は、別記第二十九号の三様式によ
る申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなけ
ればならない。
２ 前項の申請に当たつては、旅券又は登録証明書等を
提示しなければならない。この場合において、資格外
活動許可を受けている者にあつては、第十九条第四項
の規定による資格外活動許可書を提示しなければなら
ない。
３ （同上）
４ 就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の四様式
による。

おりとする。
一、二 （同上）
（新設）

（就労資格証明書）
第十九条の三 法第十九条の二第一項の規定による証明
書（以下「就労資格証明書」という。）の交付を申請
しようとする外国人は、別記第二十九号の四様式によ
る申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなけ
ればならない。
２ 前項の申請に当たつては、旅券又は登録証明書等を
提示しなければならない。この場合において、第十九
条第四項の規定による資格外活動許可書の交付を受け
ている者にあつては、当該資格外活動許可書を提示し
なければならない。
３ （略）
４ 就労資格証明書の様式は、別記第二十九号の五様式
による。

（在留資格の変更）
第二十条
１～６ （略）
７ 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許
可をする場合において、特定活動の在留資格への変更

おりとする。
一、二 （略）
三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高
等専門学校（第四学年、第五学年及び専攻科に限る
。）において教育を受けるものが当該大学又は高等
専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補
助する活動に対する報酬

（在留資格の変更）
第二十条
１～６ （略）
７ 法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許
可をする場合において、技能実習の在留資格（別表第
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を許可するときは、法務大臣が個々の外国人について
特に指定する活動を記載した別記第七号の四様式によ
る指定書を交付するものとする。

（同上）

８

一の二の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係
るものに限る。）への変更を許可するときは、法務大
臣が指定する本邦の公私の機関を記載した別記第三十
一号の三様式による指定書を交付し、特定活動の在留
資格への変更を許可するときは、法務大臣が個々の外
国人について特に指定する活動を記載した別記第七号
の四様式による指定書を交付するものとする。
（略）

８

２ 法第五十条第二項の規定による在留期間その他の条
件は、次の各号によるものとする。

（在留特別許可）
第四十四条 法第五十条第一項の規定により在留を特別
に許可する場合には、次項第一号ただし書の規定によ
り上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該
許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に
別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式によ
る証印をし、旅券を所持していないときは同証印をし
た別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付す
るものとする。この場合において、次項第一号の規定
により特定活動の在留資格が指定されているときは、
個々の外国人について特に指定する活動を記載した別
記第七号の四様式により指定書を交付するものとする
。

（在留特別許可）
第四十四条 法第五十条第一項の規定により在留を特別
に許可する場合には、次項第一号ただし書の規定によ
り上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該
許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に
別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式によ
る証印をし、旅券を所持していないときは同証印をし
た別記第三十二号様式による在留資格証明書を交付す
るものとする。この場合において、次項第一号の規定
により、技能実習の在留資格（別表第一の二の表の技
能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。
）が指定されているときは、本邦の公私の機関を記載
した別記第三十一号の三様式により指定書を交付し、
特定活動の在留資格が指定されているときは、個々の
外国人について特に指定する活動を記載した別記第七
号の四様式により指定書を交付するものとする。
２ 法第五十条第二項の規定による在留期間その他の条
件は、次の各号によるものとする。
一 法別表第一又は法別表第二の上欄の在留資格（技
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二

能実習の在留資格（別表第一の二の表の技能実習の
項の下欄第二号イ又はロに係るものに限る。）にあ
つては法務大臣が指定する本邦の公私の機関を、特
定活動の在留資格にあつては法務大臣が個々の外国
人について特に指定する活動を含む。）を指定する
とともに第三条に基づいて在留期間を定める。ただ
し、法第二十四条第二号（法第九条第六項の規定に
違反して本邦に上陸した者を除く。）、第六号又は
第六号の二に該当した者については、法第三章第四
節に規定する上陸の種類を定めるとともに第十三条
から第十八条までの規定に基づいて上陸期間を定め
ることができる。
（略）

（在留資格に係る許可）
第五十六条
１、２ （略）
３ 法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特
別に許可する場合には、別記第六十二号様式又は別記
第六十二号の二様式による証印をした別記第三十二号
様式による在留資格証明書を交付するものとする。こ
の場合において、技能実習の在留資格（別表第一の二
の表の技能実習の項の下欄第二号イ又はロに係るもの
に限る。）を指定するときは、本邦の公私の機関を記
載した別記第三十一号の三様式により指定書を交付し
、特定活動の在留資格を指定するときは、法務大臣が
個々の外国人について特に指定する活動を記載した別
記第七号の四様式による指定書を交付するものとする

（同上）

一 法別表第一又は法別表第二の上欄の在留資格（特
定活動の在留資格にあつては、法務大臣が個々の外
国人について特に指定する活動を含む。）を指定す
るとともに第三条に基づいて在留期間を定める。た
だし、法第二十四条第二号（法第九条第六項の規定
に違反して本邦に上陸した者を除く。）、第六号又
は第六号の二に該当した者については、法第三章第
四節に規定する上陸の種類を定めるとともに第十三
条から第十八条までの規定に基づいて上陸期間を定
めることができる。

二

（在留資格に係る許可）
第五十六条
１、２ （同上）
３ 法第六十一条の二の二第二項の規定により在留を特
別に許可する場合には、別記第六十二号様式又は別記
第六十二号の二様式による証印をした別記第三十二号
様式による在留資格証明書を交付するものとする。こ
の場合において、特定活動の在留資格を指定するとき
は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活
動を記載した別記第七号の四様式による指定書を交付
するものとする。
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。
（同上）

４

（略）

４

（仮滞在の許可）
第五十六条の二 （同上）
２ 法第六十一条の二の四第二項に規定する仮滞在期間
は、三月を超えない範囲内で定めるものとする。
（同上）

（新設）

（新設）

３～８

（仮滞在の許可）
第五十六条の二 （略）
２ 法第六十一条の二の四第二項（同条第四項において
準用する場合を含む。）に規定する仮滞在期間は、六
月を超えない範囲内で定めるものとする。
３～８ （略）
（入国者収容所等視察委員会の置かれる入国管理官署
等）
第五十九条の三 入国者収容所等視察委員会（以下「委
員会」という。）の名称、法第六十一条の七の二第一
項に規定する入国管理官署並びに同条第二項及び第六
十一条の七の六第一項に規定する担当区域内にある入
国者収容所及び収容場（以下「入国者収容所等」とい
う。）並びに出国待機施設は、別表第六のとおりとす
る。
（委員会の組織及び運営）
第五十九条の四 委員会に委員長を置き、委員の互選に
よつてこれを定める。
２ 委員長は、委員会の会務を総理する。
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指
名する委員がその職務を代理する。
委員会の会議は、委員長が招集する。
委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を

４
５
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開き、議決をすることができない。
６ 前二項に定めるもののほか、委員会の議事に関し必
要な事項は、委員会が定める。
７ 委員会の庶務は、その置かれる入国管理官署の総務
課において処理する。
（委員会に対する情報の提供）
第五十九条の五 法第六十一条の七の四第一項の規定に
よる定期的な情報の提供は、入国者収容所長又は地方
入国管理局長（以下「入国者収容所長等」という。）
が、毎年度、その年度における最初の委員会の会議に
おいて、入国者収容所等に関する次に掲げる事項につ
いて、入国者収容所等の運営の状況を把握するのに必
要な情報を記載した書面を提出することにより行うも
のとする。
一 入国者収容所等の概要
二 収容定員及び収容人員の推移
三 入国者収容所等の管理の体制
四 法第六十一条の七第二項の規定による貸与及び給
与の状況
五 被収容者の自費による物品の購入並びに物品の授
与及び送付の状況
六 被収容者に対して講じた衛生上及び医療上の措置
の状況
規律及び秩序を維持するために執つた措置の状況
被収容者による面会及び通信の発受の状況
被収容者からの意見聴取及び申出の状況
被収容者からの処遇に関する入国警備官の措置に
七
八
九
十

（新設）
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係る不服申出の状況
２ 法第六十一条の七の六第二項において準用する法第
六十一条の七の四第一項の規定による定期的な情報の
提供は、出国待機施設の所在地を管轄する地方入国管
理局の長が、毎年度、その年度における最初の委員会
の会議において、出国待機施設の概要、当該施設の入
所定員及び使用者数の推移並びに当該施設の使用者か
らの施設に関する意見の提出状況その他の当該施設の
運営に関し特記すべき事項について、出国待機施設の
運営の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面
を提出することにより行うものとする。
３ 法第六十一条の七の四第一項（法第六十一条の七の
六第二項において準用する場合を含む。）の規定によ
る必要に応じた情報の提供は、入国者収容所長等が、
次に掲げる場合に、委員会の会議において、その状況
を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出する
ことにより行うものとする。
一 入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況に
相当程度の変更があった場合
二 委員会から入国者収容所等又は出国待機施設の運
営の状況について説明を求められた場合
三 委員会の意見を受けて措置を講じた場合
四 前三号に掲げるもののほか、入国者収容所長等が
入国者収容所等又は出国待機施設の運営の状況につ
いて情報の提供をすることが適当と認めた場合
（権限の委任）
第六十一条の二 法第六十九条の二の規定により、次に

（権限の委任）
第六十一条の二 法第六十九条の二の規定により、次に
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掲げる法務大臣の権限は、地方入国管理局長に委任す
る。ただし、第一号、第二号、第三号、第八号、第十
号、第十一号、第十三号、第十四号及び第十五号に掲
げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げ
ない。
一 法第五条の二に規定する権限
一の二 法第七条の二第一項に規定する権限
一の三 法第九条第七項に規定する権限
二～四 （略）
四の二 法第十九条第三項に規定する権限
五、六 （略）
六の二 法第二十条の二第二項に規定する権限
七～十七 （略）
第六十三条 法務大臣は、法第七条第一項の規定による
上陸のための審査に関し、出入国管理及び難民認定法
第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成二年法
務省令第十六号。以下「基準省令」という。）の表の
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の
項の下欄の規定により告示をもつて外国人に対する日
本語教育を行う教育機関（以下「日本語教育機関」と
いう。）を定める場合には、日本語教育機関の設備及
び編制についての審査及び証明（以下「審査・証明」
という。）を行うことができる法人による証明を参考
とすることができる。
２ 前項の法人は次に掲げる要件に適合するものでなけ
ればならない。

掲げる法務大臣の権限は、地方入国管理局長に委任す
る。ただし、第二号、第三号、第八号、第十号、第十
一号、第十三号、第十四号及び第十五号に掲げる権限
については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。

（新設）
一
法第七条の二第一項に規定する権限
一の二
法第九条第七項に規定する権限
二～四 （同上）
（新設）
五、六 （同上）
（新設）
七～十七 （同上）

第六十三条 法務大臣は、法第七条第一項の規定による
上陸のための審査に関し、出入国管理及び難民認定法
第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成二年法
務省令第十六号。以下「基準省令」という。）の表の
法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の
項及び法別表第一の四の表の就学の項の下欄に掲げる
活動の項の下欄の規定により告示をもつて外国人に対
する日本語教育を行う教育機関（以下「日本語教育機
関」という。）を定める場合には、日本語教育機関の
設備及び編制についての審査及び証明（以下「審査・
証明」という。）を行うことができる法人による証明
を参考とすることができる。
２ 前項の法人は次に掲げる要件に適合するものでなけ
ればならない。
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第六十四条 法務大臣が出入国管理及び難民認定法別表
第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上
の関係を有する外国の公私の機関を定める省令（平成
二十一年法務省令第五十二号）第二号の規定により告
示をもつて定める機関（以下「外国機関」という。）
は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 実習実施機関（本邦にある事業所において技能実
習を実施する法人（親会社（会社法（平成十七年法
律第八十六号）第二条第四号に規定する親会社をい
う。）若しくは子会社（同条第三号に規定する子会
社をいう。）の関係にある複数の法人又は同一の親
会社をもつ複数の法人が共同で実施する場合はこれ
ら複数の法人）又は個人をいう。以下同じ。）と外
国機関が業務上の提携を行つていることその他実習
実施機関が外国機関から技能実習生を受け入れる合
理的な理由があること。
二 外国機関が実習実施機関に技能実習生を派遣する
ことについて、技能実習により修得される技能、技
術又は知識（以下「技能等」という。）の移転が外
国機関の事業上有益であることその他合理的な理由
があること。

一～三 （略）
四 過去三年間に外国人に対する日本語教育を事業
として行い又は留学の在留資格をもつて在留する
外国人の受入れを行つたことがないこと。
五～十 （略）

第六十四条 法務大臣が法第七条第一項の規定による上
陸のための審査に関し、基準省令の表の法別表第一の
四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六
号の二の規定により告示をもつて定める研修は、次の
各号のいずれにも該当するものとする。
一 当該研修が継続的な事業として実施されることに
より、当該研修により修得される技術、技能又は知
識の本邦から外国への移転が図られること。
二 当該研修を事業として行う本邦の公私の機関（以
下「事業主体」という。）が、当該研修事業を実施
する合理的理由があり、かつ、継続的な事業として
行う実施体制を有すること。
三 当該研修を受ける者を受け入れる本邦の公私の機
関が、当該研修の実施機関として必要な設備及び体
制を有すること。
四 事業主体以外の受入れ機関がある場合は、当該事
業主体の役員で当該事業の運営について責任を有す
るものが、当該事業主体以外の受入れ機関において
行われる研修の実施状況について、三月につき少な
くとも一回監査を行いその結果を当該事業主体の所
在地を管轄する地方入国管理局の長に報告すること
とされていること。

一～三 （同上）
四 過去三年間に外国人に対する日本語教育を事業と
して行い又は留学若しくは就学の在留資格をもつて
在留する外国人の受入れを行つたことがないこと。
五～十 （同上）
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２ 法務大臣は、前項の告示に当たつて、外国人の技能
実習に係る専門的評価（以下「技能実習評価」という
。）を行うことができる法人による評価を参考とする
ことができる。
３ 前項の法人は次に掲げる要件に適合するものでなけ
ればならない。
一 営利を目的とする法人でないこと。
二 技能実習評価事業を適確かつ円滑に実施するため
に必要な経理的基礎を有すること。
三 外国機関から派遣される者が従事しようとする技
能実習について利害関係を有しないこと。
四 過去三年間に外国人に対する研修若しくは技能実
習を事業として行い又は研修若しくは技能実習の在
留資格をもつて在留する外国人の受入れを行つたこ
とがないこと。
五 技能実習評価事業以外の業務を行つているときは
、その業務を行うことによつて技能実習評価事業の
運営が不公正になるおそれがないこと。
六 役員の構成が技能実習評価事業の公正な運営に支
障を及ぼすおそれがないものであること。
七 役員に過去五年間に外国人の研修又は技能実習に
係る不正行為を行つたことがある者がいないこと。
八 役員に過去五年間に外国人の研修又は技能実習に
係る不正行為を行つたことがある団体に所属してい
た者がいないこと。
九 技能実習評価を行うための五人以上の委員により
構成される委員会を有すること及び当該委員の半数
以上が外国人の技能実習について専門的知識又は識

２ 法務大臣は、前項の告示に当たつて、外国人の研修
に係る専門的評価（以下「研修評価」という。）を行
うことができる法人による評価を参考とすることがで
きる。
３ 前項の法人は次に掲げる要件に適合するものでなけ
ればならない。
一 営利を目的とする法人でないこと。
二 研修評価事業を適確かつ円滑に実施するために必
要な経理的基礎を有すること。
三 当該研修の実施について利害関係を有しないこと
。
四 過去三年間に外国人に対する研修を事業として行
い又は研修の在留資格をもつて在留する外国人の受
入れを行つたことがないこと。

五 研修評価事業以外の業務を行つているときは、そ
の業務を行うことによつて研修評価事業の運営が不
公正になるおそれがないこと。
六 役員の構成が研修評価事業の公正な運営に支障を
及ぼすおそれがないものであること。
七 役員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為
を行つたことがある者がいないこと。
八 役員に過去三年間に外国人の研修に係る不正行為
を行つたことがある団体に所属していた者がいない
こと。
九 研修評価を行うための五人以上の委員により構成
される委員会を有すること及び当該委員の半数以上
が外国人の研修について専門的知識又は識見を有す
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見を有する者であること。
十 当該委員が、外国機関から派遣される者が従事し
ようとする技能実習について利害関係を有しないこ
と及び外国人に対する研修若しくは技能実習を事業
として行う団体又は研修若しくは技能実習の在留資
格をもつて在留する外国人の受入れを行う団体に所
属していないこと。
十一 当該委員会の事務に従事する常勤の職員が五人
以上いること。
十二 公平かつ適正な技能実習評価を行うことができ
る手続を定めていること。
十三 当該委員会の委員及び常勤職員に外国人の研修
又は技能実習に係る不正行為を行つたことがある者
がいないこと。
十四 当該委員会の委員及び常勤職員に過去三年間に
外国人の研修又は技能実習に係る不正行為を行つた
ことがある団体に所属していた者がいないこと。
第六十五条 法務大臣が出入国管理及び難民認定法別表
第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の
要件を定める省令（平成二十一年法務省令第五十三号
）第一条第一号トの規定により告示をもつて定める監
理団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする
。
一 当該監理団体の継続的な事業として技能実習が実
施されることにより、技能実習により修得される技
能等の本邦から外国への移転が図られること。
当該監理団体が技能実習事業を実施する合理的理
二

る者であること。
十 当該委員が当該研修の実施について利害関係を有
しないこと及び外国人に対する研修を事業として行
い又は研修の在留資格をもつて在留する外国人の受
入れを行つている団体に所属していないこと。

十一 当該委員会の事務に従事する常勤の職員が五人
以上いること。
十二 公平かつ適正な研修評価を行うことができる手
続を定めていること。
十三 当該委員会の委員及び常勤職員に外国人の研修
に係る不正行為を行つたことがある者がいないこと
。
十四 当該委員会の委員及び常勤職員に過去三年間に
外国人の研修に係る不正行為を行つたことがある団
体に所属していた者がいないこと。
（新設）
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由があり、かつ、継続的な事業として行う実施体制
を有すること。
三 当該監理団体が技能実習を監理する団体として必
要な体制を有すること。
２ 前条第二項及び第三項の規定は、前項の告示に係る
技能実習について準用する。この場合において、同条
第三項第三号及び第十号中「外国機関から派遣される
者が従事しようとする技能実習」とあるのは、「当該
団体が監理を行おうとする技能実習」と読み替えるも
のとする。
第六十六条 法務大臣が法第七条第一項の規定による上
陸のための審査に関し、基準省令の表の法別表第一の
二の表の技能実習の項の下欄第一号イに掲げる活動の
項の下欄第十一号ただし書の規定又は法別表第一の二
の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項
の下欄第二十九号の規定により告示をもつて定める技
能実習は、次の各号のいずれにも該当するものとする
。
一 当該技能実習が継続的な事業として実施されるこ
とにより、当該技能実習により修得される技能等の
本邦から外国への移転が図られること。
二 基準省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の
項の下欄第一号イに掲げる活動の項の下欄第十一号
ただし書の規定により告示をもつて定める技能実習
については、実習実施機関が当該技能実習事業を実
施する合理的理由があり、かつ、継続的な事業とし
て行う実施体制を有すること。

（新設）
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港
名
（略）
空 港 名
（略）
福
島
百里（茨城）
（略）

三 実習実施機関が当該技能実習の実施機関として必
要な設備及び体制を有すること。
２ 第六十四条第二項及び第三項の規定は、前項の告示
に係る技能実習について準用する。この場合において
、同条第三項第三号及び第十号中「外国機関から派遣
される者が従事しようとする技能実習」とあるのは、
「当該告示に係る技能実習」と読み替えるものとする
。
別表第一（第一条関係）
都道府県
（略）
（略）
福 島
茨 城
（略）

別表第二（第三条関係）
在留資格
在 留 期 間
（略）
（略）
技能実習 一 法別表第一の二の表の技能実習の項
の下欄第一号イ又はロに掲げる活動を
行う者にあつては、一年又は六月
二 法別表第一の二の表の技能実習の項
の下欄第二号イ又はロに掲げる活動を
行う者にあつては、一年を超えない範
囲内で法務大臣が個々の外国人につい

別表第一（第一条関係）
都道府県
（同上）
（同上）
福 島
（新設）
（同上）
別表第二（第三条関係）
在留資格
（同上） （同上）
（新設） （新設）

島

港
名
（同上）
空 港 名
（同上）

福

（新設）
（同上）

在 留 期 間
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（略）
留学
（削る）
（略）
家族滞在
（略）

て指定する期間
（略）
二年三月、二年、一年三月、一年又は六
月
（削る）
（略）
三年、二年三月、二年、一年三月、一年
、六月又は三月
（略）

別表第三（第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条
の二、第二十四条関係）
在留資格
活動
資料
（略）
（略）
（略）
研究
法別表第 一 （略）
一の二の 二 本邦に本店、支店その他
表の研究
の事業所のある公私の機関
の項の下
の外国にある事業所の職員
欄に掲げ
が本邦にある事業所に期間
る活動
を定めて転勤して当該事業
所において研究を行う業務
に従事しようとする場合
イ、ロ （略）
ハ 外国の事業所（転勤の
直前一年以内に申請人が
研究の在留資格をもつて
本邦に在留していた期間
がある場合には、当該期

（同上）

就学
（同上）
家族滞在

（同上）
留学

（同上）

一年三月、一年又は六月
（同上）
三年、二年、一年、六月又は三月

（同上）
二年三月、二年、一年三月又は一年

別表第三（第六条、第六条の二、第二十条、第二十一条
の二、第二十四条関係）
在留資格
活動
資料
（同上） （同上） （同上）
研究
法別表第 一 （同上）
一の二の 二 本邦に本店、支店その他
表の研究
の事業所のある公私の機関
の項の下
の外国にある事業所の職員
欄に掲げ
が本邦にある事業所に期間
る活動
を定めて転勤して当該事業
所において研究を行う業務
に従事しようとする場合
イ、ロ （同上）
ハ 外国の事業所における
職務内容及び勤務期間を
証する文書
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（略）
企業内転
勤

（略）
技能実習

（略）
法別表第
一の二の
表の企業
内転勤の
項の下欄
に掲げる
活動

（略）
法別表第
一の二の
表の技能
実習の項
の下欄に
掲げる活
動

間に業務に従事していた
本邦の事業所を含む。）
における職務内容及び勤
務期間を証する文書
ニ～ヘ （略）
（略）
一、二 （略）
三 外国の事業所（転勤の直
前一年以内に申請人が企業
内転勤の在留資格をもつて
本邦に在留していた期間が
ある場合には、当該期間に
業務に従事していた本邦の
事業所を含む。）における
職務内容及び勤務期間を証
する文書
四～六 （略）
（略）
一 法別表第一の二の表の技
能実習の項の下欄第一号イ
に掲げる活動を行おうとす
る場合
イ 技能実習の内容、必要
性、実施場所、期間及び
到達目標（技能実習の成
果を確認する時期及び方
法を含む。）を明らかに
する技能実習計画書
（同上）
企業内転
勤

（同上）
（新設）

（同上）
法別表第
一の二の
表の企業
内転勤の
項の下欄
に掲げる
活動

（同上）
（新設）

ニ～ヘ （同上）
（同上）
一、二 （同上）
三 外国の事業所における職
務内容及び勤務期間を証す
る文書

四～六 （同上）
（同上）
（新設）
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ロ 本邦入国後に行う講習
の期間中の待遇を明らか
にする文書
ハ 帰国後本邦において修
得した技能等を要する業
務に従事することを証す
る文書
ニ 基準省令の表の法別表
第一の二の表の技能実習
の項の下欄第一号イに掲
げる活動の項（以下「基
準省令の技能実習第一号
イの項」という。）の下
欄第五号イに規定する送
出し機関の概要を明らか
にする資料
ホ 基準省令の技能実習第
一号イの項の下欄第五号
に規定する実習実施機関
の登記事項証明書、損益
計算書の写し、常勤の職
員の数を明らかにする文
書及び技能実習生名簿
ヘ 外国の所属機関と本邦
の実習実施機関の関係を
示す文書
ト 外国の所属機関におけ
る職務内容及び勤務期間
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を証する文書
チ 送出し機関及び実習実
施機関と当該外国人の間
に締結された技能実習実
施に係る契約書の写し
リ 実習実施機関における
労働条件を当該外国人が
理解したことを証する文
書
ヌ 基準省令の技能実習第
一号イの項の下欄第九号
に規定する技能実習指導
員の当該技能実習におい
て修得しようとする技能
等に係る経歴を証する文
書
ル 本邦外において講習又
は外部講習を受けた場合
は、当該講習又は外部講
習の内容、実施機関、実
施場所及び期間を証する
文書
二 法別表第一の二の表の技
能実習の項の下欄第一号ロ
に掲げる活動を行おうとす
る場合 前号イからホまで
及びチからルまでに掲げる
もののほか、次に掲げる資
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料
イ 職歴を証する文書
ロ 国籍若しくは住所を有
する国の国若しくは地方
公共団体の機関又はこれ
らに準ずる機関から推薦
を受けていることを証す
る文書
ハ 基準省令の表の法別表
第一の二の表の技能実習
の項の下欄第一号ロに掲
げる活動の項（以下「基
準省令の技能実習第一号
ロの項」という。）の下
欄第六号に規定する監理
団体の登記事項証明書、
定款、技能実習生受入れ
に係る規約、損益計算書
の写し、常勤の職員の数
を明らかにする文書及び
技能実習生名簿
ニ 監理団体と送出し機関
との間に締結された技能
実習実施に係る契約書の
写し
ホ 監理団体が出入国管理
及び難民認定法別表第一
の二の表の技能実習の項
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の下欄に規定する団体の
要件を定める省令（平成
二十一年法務省令第五十
三号）第一条第一号イか
らヘまでのいずれかに該
当する場合は、当該監理
団体が技能実習の運営に
関し我が国の国若しくは
地方公共団体又は独立行
政法人（独立行政法人通
則法（平成十一年法律第
百三号）第二条第一項に
規定する独立行政法人を
いう。）からの資金その
他の援助及び指導を受け
ていることを明らかにす
る文書
ヘ 監理団体が監理に要す
る費用を徴収する場合は
、当該費用の負担者、金
額及び使途を明らかにす
る文書
ト 基準省令の技能実習第
一号ロの項の下欄第六号
ニに規定するあつせん機
関がある場合は、その概
要を明らかにする資料及
び常勤職員名簿
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三 法別表第一の二の表の技
能実習の項の下欄第二号イ
に掲げる活動を行おうとす
る場合 第一号イ、ハ及び
チからヌまでに掲げるもの
のほか、次に掲げる資料
イ 基礎二級の技能検定（
職業能力開発促進法（昭
和四十四年法律第六十四
号）第四十四条第二項に
規定する技能検定をいう
。）その他これに準ずる
検定又は試験に合格して
いることを証する文書の
写し
ロ 技能実習の進ちよく状
況を明らかにする文書
ハ 年間の収入及び納税額
に関する証明書
ニ 実習実施機関が受け入
れている技能実習生名簿
四 法別表第一の二の表の技
能実習の項の下欄第二号ロ
に掲げる活動を行おうとす
る場合 第一号イ、ハ及び
チからヌまでに掲げる資料
、前号イからニまでに掲げ
る資料並びに監理団体が受
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（略）
留学

（削る）

（略）
法別表第
一の四の
表の留学
の項の下
欄に掲げ
る活動

（削る）

け入れている技能実習生名
簿
（略）
一 教育を受けようとする機
関の入学許可書の写し

二 （略）
三 申請人が研究生又は聴講
生として教育を受けようと
する場合には、当該機関か
らの研究内容又は科目及び
時間数を証する文書
四 申請人が基準省令の表の
法別表第一の四の表の留学
の項の下欄に掲げる活動の
項（以下「基準省令の留学
の項」という。）の下欄第
一号ハに該当する活動を行
う場合は、卒業証明書及び
経歴を明らかにする文書
（削る）

（同上）
留学

就学

（同上）
法別表第
一の四の
表の留学
の項の下
欄に掲げ
る活動

法別表第
一の四の
表の就学
の項の下

（同上）
一 教育を受けようとする機
関の入学許可書の写し、研
究生又は聴講生として教育
を受けようとする場合には
、当該機関からの研究内容
又は科目及び時間数を証す
る文書
二 （同上）
（新設）

（新設）

一 教育を受けようとする機
関の入学許可書の写し
二 卒業証明書及び経歴を明
らかにする文書
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研修

（略）

法別表第
一の四の
表の研修
の項の下
欄に掲げ
る活動

（略）

一～三 （略）
四 基準省令の表の法別表第
一の四の表の研修の項（以
下「基準省令の研修の項」
という。）の下欄第四号に
規定する研修指導員の当該
研修において修得しようと
する技能等に係る職歴を証
する文書
五 送出し機関の概要を明ら
かにする資料
六 基準省令の研修の項の下
欄第四号に規定する受入れ
機関の登記事項証明書及び
損益計算書の写し
（略）

別表第三の二（第二十一条、第二十一条の二関係）
在留資格
活動
資料
（略）
（略）
（略）
技能実習 法別表第 一 法別表第一の二の表の技

研修

（同上）

欄に掲げ
る活動

法別表第
一の四の
表の研修
の項の下
欄に掲げ
る活動

（同上）

三 在留中の一切の経費の支
弁能力を証する文書、当該
外国人以外の者が経費を支
弁する場合には、その者の
支弁能力を証する文書及び
その者が支弁するに至つた
経緯を明らかにする文書
一～三 （同上）
四 研修を指導する者の当該
研修に係る職歴を証する文
書

五 派遣機関の概要を明らか
にする資料
六 受入機関の登記事項証明
書、損益計算書の写し、常
勤の職員の数を明らかにす
る文書及び研修生名簿
（同上）

別表第三の二（第二十一条、第二十一条の二関係）
在留資格
活動
資料
（同上） （同上） （同上）
技能実習 （新設） （新設）
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一の二の
表の技能
実習の項
の下欄に
掲げる活
動

能実習の項の下欄第一号イ
又は第二号イに掲げる活動
を行おうとする場合
イ 技能実習の内容、実施
場所、期間、進ちよく状
況及び到達目標（技能実
習の成果を確認する時期
及び方法を含む。）を明
らかにする技能実習計画
書
ロ 実習実施機関と当該外
国人の間に締結された技
能実習実施に係る契約書
の写し
ハ 実習実施機関における
労働条件を当該外国人が
理解したことを証する文
書
ニ 年間の収入及び納税額
に関する証明書
ホ 実習実施機関が受け入
れている技能実習生名簿
二 法別表第一の二の表の技
能実習の項の下欄第一号ロ
又は第二号ロに掲げる活動
を行おうとする場合 前号
に掲げる資料及び監理団体
が受け入れている技能実習
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（略）
留学

（削る）

（略）
法別表第
一の四の
表の留学
の項の下
欄に掲げ
る活動

法別表第
一の四の
表の研修
の項の下
欄に掲げ
る活動
（略）

（削る）

研修

（略）

研修

就学

（同上）
留学

法別表第
一の四の
表の就学
の項の下
欄に掲げ
る活動

（同上）
法別表第
一の四の
表の留学
の項の下
欄に掲げ
る活動

生名簿
（略）
一 教育を受けている機関か
らの在学証明書及び成績証
明書（申請人が基準省令の
留学の項の下欄第一号ハに
該当する活動を行う場合に
あつては、出席状況を記載
した成績証明書）
二 （略）
（削る）

研修の内容、実施場所、期間
、進ちよく状況及び待遇を証
する文書

法別表第
一の四の
表の研修
の項の下
欄に掲げ
る活動
（同上）

（同上）
一 教育を受けている機関か
らの在学証明書及び成績証
明書

代理人

二 （同上）
一 教育を受けている機関か
らの在学証明書及び出席状
況を記載した成績証明書
二 在留中の一切の経費の支
弁能力を証する文書、当該
外国人以外の者が経費を支
弁する場合には、その者の
支弁能力を証する文書
一 研修を受けている機関か
らの研修の内容、場所、期
間、進ちよく状況及び待遇
を証する文書
二 当該機関からの研修生名
簿
（同上）

別表第四（第六条の二関係）
本邦に上陸しようと

（同上）

代理人

（略）

別表第四（第六条の二関係）
本邦に上陸しようと
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する者（以下「本人
」という。）が本邦
において行おうとす
る活動
（略）
法別表第一の二の表
の技能実習の項の下
欄に掲げる活動（技
能実習）

（略）
法別表第一の四の表
の留学の項の下欄に
掲げる活動（留学）

（略）
一 法別表第一の二の表の技
能実習の項の下欄第一号イ
に掲げる活動を行おうとす
る場合 実習実施機関の職
員
二 法別表第一の二の表の技
能実習の項の下欄第一号ロ
に掲げる活動を行おうとす
る場合 監理団体の職員
（略）
一 （略）
二 本人が基準省令の留学の
項の下欄第一号イ又はロに
該当する活動を行う場合は
、次に掲げる者
ア 本人に対して奨学金を
支給する機関その他の本
人の学費又は滞在費を支
弁する機関の職員
イ 本人の学費又は滞在費
を支弁する者
ウ 本邦に居住する本人の
親族

する者（以下「本人
」という。）が本邦
において行おうとす
る活動
（同上）
（新設）

（同上）
法別表第一の四の表
の留学の項の下欄に
掲げる活動（留学）

（同上）
（新設）

（同上）
一 （同上）
二 本人に対して奨学金を支
給する機関その他の本人の
学費又は滞在費を支弁する
機関の職員
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（削る）

法別表第一の四の表
の研修の項の下欄に
掲げる活動（研修）

三 本人が基準省令の留学の
項の下欄第一号ハに該当す
る活動を行う場合は、次に
掲げる者
ア 本人が交換学生である
場合における学生交換計
画を策定した機関の職員
イ 本人が高等学校（中等
教育学校の後期課程を含
む。）において教育を受
けようとする場合にあつ
ては本邦に居住する本人
の親族
（削る）
（削る）

法別表第一の四の表
の就学の項の下欄に
掲げる活動（就学）

四

受入れ機関の職員

法別表第一の四の表
の研修の項の下欄に
掲げる活動（研修）

三 本人の学費又は滞在費を
支弁する者

四 本邦に居住する本人の親
族
一 本人が教育を受ける本邦
の機関の職員
二 本人が交換学生である場
合における学生交換計画を
策定した機関の職員
三 本人が高等学校（中等教
育学校の後期課程を含む。
）において教育を受けよう
とする場合にあつては本邦
に居住する本人の親族
本人を受け入れる本邦の機関
の職員

- 28 -

（略）

（略）

別表第六（第五十九条の三関係）
名 称
入国管理 担当区域内にある入国者収容
官署
所等及び出国待機施設
東日本地 東京入国 一 入国者収容所東日本入国
区入国者 管理局
管理センター
収容所等
二 札幌入国管理局、仙台入
視察委員
国管理局及び東京入国管理
会
局の収容場
三 別表第五の一の項の下欄
に掲げる施設
西日本地 大阪入国 一 入国者収容所西日本入国
区入国者 管理局
管理センター及び入国者収
収容所等
容所大村入国管理センター
視察委員
二 名古屋入国管理局、大阪
会
入国管理局、広島入国管理
局、高松入国管理局及び福
岡入国管理局の収容場
三 別表第五の二及び三の項
の下欄に掲げる施設

（同上）
（新設）

（同上）
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