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第８ 応用・資料編

１ 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する資料

特定技能の在留資格に係る審査等の業務に従事するに当たっては，以下の資料を参照する。

（１）特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針

特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため，法第２条の３第１項の規定に

基づき，政府が「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」（平成３０年１

２月２５日閣議決定）（基本方針）を策定したもの。

基本方針には，①特定技能の在留資格に係る制度の意義に関する事項，②人材を確保す

ることが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

に関する基本的な事項，③当該産業上の分野において求められる人材に関する基本的な事

項，④特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する関係行政機関の事務の調整に関する

基本的な事項，⑤特定技能の在留資格に係る制度の運用に関するその他の重要事項が定め

られている。

（２）分野別運用方針及び分野別運用要領

人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべ

き産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るため，法第２

条の３第１項及び第２条の４第１項の規定に基づき，以下の分野において，法務省，警察

庁，外務省及び厚生労働省（制度所管省庁）並びに分野所管省庁が，当該産業上の分野に

おける特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針（分野別運用方針）及び当該産

業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領（分

野別運用要領）を策定したもの。

分野別運用方針には，①人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足

する人材の確保を図るべき産業上の分野，②当該産業上の分野における人材の不足の状況

（当該分野において人材が不足している地域の状況を含む。）に関する事項，③当該産業上

の分野において求められる人材の基準に関する事項，④在留資格認定証明書の交付の停止

の措置又は交付の再開の措置に関する事項，⑤その他特定技能の在留資格に係る制度の運

用に関する重要事項が定められている。

（３）外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（改訂）（令和元年１２月２０日・外国

人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議）

外国人材を適正に受け入れ，共生社会の実現を図ることにより，日本人と外国人が安心

して安全に暮らせる社会の実現に寄与するという目的を達成するため，外国人材の受入れ
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・共生に関して，目指すべき方向性を示すものである。

在留資格「特定技能」に関係する主な施策は以下のとおり。

○ 特定技能制度において，大都市圏等の特定の地域に集中して就労することを防止し，

かつ，就労を希望する国内外の外国人の意向と中小企業をはじめとした外国人雇用の

経験に乏しい外国人の雇用を希望する企業のニーズをマッチングさせるため，各分野

特有の状況等を考慮の上，以下の措置を講ずる。

・ 受入れに係る採用，生活環境整備，人材育成等の優良事例の紹介や，共同での企

業 PR 活動，宿舎手配，研修等の事業者間の連携を促進するための情報提供。（14

分野）

・ 企業・在留外国人に対する地方におけるセミナーの開催（14分野）

・ 分野別協議会における引き抜き防止の申合せ等引き抜き防止に対する厳格な対応

が行われるよう分野別協議会を通じた指導を実施（14分野）

・ 地方における技能評価試験の実施（14分野）

・ 特定技能外国人として就労を希望する者と特定技能外国人の雇用を希望する企業

のマッチングを実施する都道府県（適切な団体に委託可）に対する必要な経費の助

成（介護分野）

・ 技能評価試験合格証明書の発行の際，過度集中地域の受入れ機関から徴収する費

用の引上げ。（ビルクリーニング分野）

・ 特定技能外国人の受入れ事業実施のための法人を設立し，全国の求人求職情報の

集約等のマッチングの実施。また，都市部と地方の間で著しい待遇の格差が生じな

いよう，同法人において，地方における求人の発掘を積極的に行うとともに，受入

れ企業に対する求人条件の見直しなどの助言・指導の実施。（建設分野）

・ 地域における事業者間連携による自律的取組の発掘・支援（自動車整備分野

・ 特定技能外国人の雇用を希望するホテル，旅館等の求人情報について業界団体や

試験実施機関のホームページへの掲載。ホテル，旅館等や在留外国人を対象とした

セミナーを開催し、制度の広報等を行い受入れ環境を整備。（宿泊分野）〔厚生労

働省，経済産業省，国土交通省，農林水産省等〕《施策番号８》

○ 外国人の受入れ・定着に積極的に取り組む地方公共団体とハローワークが連携する

「地域外国人材受入れ・定着モデル事業（仮称）」を実施し，優良事例や効果を検証

する。〔厚生労働省〕《施策番号９》

○ 特定技能外国人が，大都市圏等の特定の地域に集中して就労することを防止し，か
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つ，就労を希望する国内外の外国人の意向と中小企業をはじめとした外国人雇用の経

験に乏しい外国人の雇用を希望する企業のニーズをマッチングさせるため，必要な措

置を講じるに当たっては，分野所管省庁等に特定技能外国人に係る在留数等必要な情

報を提供していく。また，就労を希望する外国人等に対し，受入れ機関の情報を提供

していく仕組みを構築するとともに，地方における人手不足の状況や特定技能外国人

の受入れ状況等の情報把握・分析機能の強化を行う。〔法務省，厚生労働省〕《施策

番号 10》

○ 地方公共団体と連携して地方で就労することのメリットを周知するとともに，外国

人受入環境整備交付金による地方への支援を引き続き推進する。〔法務省〕《施策番

号 11》

○ 「特定技能」の在留資格が創設されたことを踏まえ，大都市圏その他の特定の地域

に外国人が過度に集中することなく，地域の人手不足に的確に対応し，地域の持続的

発展につなげていく必要がある。外国人材の受入支援や共生支援等の優良事例の収集

・横展開を行い，地方公共団体の自主的・主体的で先導的な取組について，引き続き

地方創生推進交付金により積極的に支援する。〔内閣府（地方創生），内閣官房（ま

ち・ひと・しごと創生本部）〕《施策番号 12》

○ 以下の取組については，必ずしも外国人材を対象にしたものではないが，その推進

を図ることにより，地域への就労促進に資すると考えられる。

・ 住宅紹介等を行う地方の居住支援法人や家賃低廉化補助等を行う地方公共団体等

の取組に対する地方財政措置を含めた充実した財政支援の実施

・ 元請・下請の取引関係の適正化や介護等公定価格でサービス対価が決まる分野に

おける処遇改善等の賃金の引上げに関する取組の推進〔厚生労働省、国土交通省、

経済産業省、公正取引委員会〕《施策番号 13》

○ 特定技能制度における技能試験及び日本語試験を国内外で円滑に実施する観点か

ら，以下の措置を講じる。

・ 短期滞在者には限定的にしか認められていない試験の受験資格の見直しを令和２

年１月中に実施するなど受験対象者の拡大を図る。

・ 新たな日本語試験の活用を検討するとともに，特定技能制度における日本語試験

の不正防止を徹底し，適正な実施を図る。〔法務省，外務省〕《施策番号 14》

○ 法務省ホームページにおいて特定技能試験及び日本語試験についての最新情報を

多言語で一元的に提供していく。試験情報に係る関係機関のホームページの多言語
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化を進めるなど，外国人及び受入れ機関の双方が必要な試験情報にアクセスできる

よう周知方法を充実させる。〔法務省〕《施策番号 15》

○ 適正かつ円滑な送出し及び受入れの確保のため，ＭＯＣ作成国等と定期又は随時

に協議を行うための体制構築を行う。〔法務省，外務省〕《施策番号 16》

○ 日本人との同等報酬を確保しつつ外国人材の技能等を高めることにより更に報酬

が増えていくことを示すことや，帰国後にどのような活躍ができるのかなど，分野

別の協議会等において，積極的にキャリアパスの明確化を図る。〔厚生労働省，経済

産業省，国土交通省，農林水産省等〕《施策番号 17》

○ 建設分野における特定技能外国人の適正就労監理について，「建設キャリアアップ

システム等を活用して，外国人建設就労者の適正就労等を推進する」（「マイナンバ

ーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」（令和元年６月４日デ

ジタル・ガバメント閣僚会議決定））との方針に基づき、適切に対応する。〔国土交

通省〕《施策番号 18》

○ 介護分野においては，経済連携協定（ＥＰＡ）、技能実習，在留資格「介護」，特

定技能等，様々な受入方法があることから，引き続き，各制度の要件，関係性，キ

ャリアパス等の周知に努めるほか，外国人介護人材の育成やキャリア支援について

の実態を把握し，好事例の周知を図る。〔厚生労働省〕《施策番号 19》

○ 受入れ機関による在留諸申請等が円滑になされるよう，引き続き誤記入例やよく

ある疑問点等を的確に把握・分析した上で，申請書の記載例や留意点をより分かり

やすいものに充実させて周知するなど，受入れ機関や登録支援機関にとって分かり

やすい申請手続に努める。〔法務省〕《施策番号 20》

○ 生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお，当該分野の存続・発展

のために外国人の受入れが必要となる分野に限り，受入れ分野の追加を認めるとし

ているが，当該分野を所管する行政機関から，有効求人倍率，雇用動向調査その他

の公的統計，業界団体を通じた所属企業への調査等の客観的な指標等が示されれば，

制度の運用状況等を踏まえつつ，関係行政機関と協議し，受入れ分野を追加するか

について十分な検討を行う。〔法務省〕《施策番号 21》

○ 特定技能外国人等受入（予定）施設等に対して，特定技能外国人等が介護現場で

日本人職員や利用者と円滑にコミュニケーションを図るために必要な取組や介護福

祉士を取得するために必要な学習支援に関する取組等について，必要な経費につい

ての助成を可能とする。〔厚生労働省〕《施策番号 22》
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○ 「特定技能」の在留資格について，悪質な仲介事業者の排除を目的とし，情報共

有の枠組みの構築を内容とする二国間取決めのための政府間文書を作成した国につ

いて，制度の運用状況等を踏まえ，当該国との情報連携及び協議を着実に進めると

ともに，必要に応じ，政府間文書の内容の見直しを行う。また，かかる政府間文書

の作成に至っていない国であって送出しが想定されるものとの間では，同様の政府

間文書の作成に向けた交渉を引き続き進める。〔外務省，法務省，厚生労働省，警察

庁〕《施策番号 24》

○ 法務省、厚生労働省，警察，文部科学省及び外務省は，必要に応じ，技能実習生

・特定技能外国人等からの聴取，関係団体からの報告，実習実施者・受入れ機関等

に対する立入検査，送出し国政府からの情報提供等を通じて国内外の悪質な仲介事

業者等の存在を把握したときは，その情報を相互に提供するとともに，外国人技能

実習機構に提供する。〔法務省，厚生労働省，警察庁，文部科学省，外務省〕《施策

番号 27》

○ 法務省，厚生労働省，警察，文部科学省，外務省及び外国人技能実習機構は，技

能実習生，特定技能外国人，留学生等の受入れに係る外国の悪質な仲介事業者等に

関する情報を把握したときは，必要に応じ，当該国の政府に対し，その情報を提供

し，当該仲介事業者等に対し厳正な処分がなされるべきことについて申入れ等を行

うとともに，その情報を相互に提供する。法務省、厚生労働省及び外務省は、国内

外の悪質な仲介事業者等に関する情報提供を得たときは、当該仲介事業者等を排除

するため、当該情報を所管法令に基づく調査や査証審査に活用する。また，法務省

及び厚生労働省において，技能実習生については関係する監理団体等に対し，特定

技能外国人等については国内にいる当該仲介事業者等又はその関係者に対し，それ

ぞれ，悪質な場合は法令に基づいて適正に行政処分を行う。さらに，必要に応じ，

捜査機関において犯罪捜査を行うなど適切に対処するとともに，これらの取組の状

況等を白書等により定期的に公表する。〔外務省，法務省，厚生労働省，警察庁，文

部科学省〕《施策番号 28》

○ 外国人材の円滑かつ適正な受入れの促進に向けた取組や外国人との共生社会の実

現のための受入れ環境整備等に関して情報共有・意見交換をするため，国際会議を

開催するなど，関係国等との情報交換の枠組みを構築し，連携強化を図る。〔法務省〕

《施策番号 29》

○ 法務省においては，技能実習生・特定技能外国人等の入国前に，在留資格認定証
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明書について厳格な審査を実施し，悪質な仲介事業者等の関与が認められた場合に

は当該技能実習生・特定技能外国人等の入国を許可しないなどの措置を講ずる。〔法

務省〕《施策番号 30》

○ 職業紹介事業者がその職業紹介により就職した外国人に対して早期の転職を勧奨

する等の不適切な行為を防止するため，職業安定法に基づく指針の周知・啓発を行

うとともに，違反が認められた場合には厳正に指導する。〔厚生労働省〕《施策番号 31》

○ 外国人が必要とする防災・気象情報に容易にアクセスできるよう，防災・気象情

報に関する多言語辞書の作成（11か国語），当該 11か国語多言語辞書の「Safety tips」

への反映及び気象庁ホームページの多言語化（11 か国語）を進めたところであり，

これらについて，さらに対応言語を 14か国語に拡大するとともに，民間事業者のウ

ェブサイトやアプリ等を通じた防災・気象情報の多言語化を推進する。

こうした対応等について，多言語化を進めている出入国在留管理庁ホームページ

において日本語を解さない人でも理解できるような案内を掲載するとともに，「特定

技能」の在留資格に基づく外国人材の受入れ機関、登録支援機関等を通じて，周知

・普及促進を図る。〔内閣府（防災担当），法務省，総務省，国土交通省〕《施策番

号 64》

○ 受入れ企業は特定技能外国人及び技能実習生が金融機関において円滑に口座を開

設できるように必要なサポートを行う。〔法務省〕《施策番号 77》

○ 地方入国管理官署における外国人の在留資格変更・在留期間更新時や、ハローワ

ークにおける求人受理時等において，関係行政機関が連携を図ることにより，外国

人雇用事業所や外国人の社会保険への加入促進に取り組む。このため，新たな在留

資格による外国人について，特定技能外国人の受入れに関する審査に当たり，社会

保険制度上の義務の履行状況などを確認することとし，過去にその納付すべき社会

保険料を一定程度滞納するなどした受入れ機関については受入れを認めないことと

する。また，上陸許可や在留資格変更許可等をした外国人の身分事項や所属機関の

情報及びその帯同家族の情報を法務省から厚生労働省等に提供し，関係機関におい

て，当該情報を活用しながら所要の確認や適用，必要に応じた加入指導等を行うこ

とにより，社会保険の加入促進に取り組む。加えて，国民健康保険・国民年金につ

いては，保険料を一定程度滞納した者からの在留期間更新許可申請や在留資格変更

許可申請を不許可とする等の対策を講ずる。上記の新たな在留資格における法務省

から厚生労働省等への情報提供等や在留期間更新許可申請等に係る取組については，
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その他の在留資格を有する外国人についても，今後，同様の措置を講ずることを検

討する。〔法務省，厚生労働省〕《施策番号 136》

○ 地方入国管理官署における特定技能外国人の受入れに関する審査に当たっては，受

入れ機関における納税義務の履行状況を確認することとし，一定程度滞納がある受入

れ機関については特定技能外国人の受入れを認めないこととするとともに，その受入

れ後において，特定技能外国人からの在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請

の際に，受入れ機関の源泉所得税等の滞納状況を確認することとし，一定程度滞納が

ある受入れ機関に対しては適切な指導等を行う。また，納付すべき所得税や住民税を

自己の責めに帰すべき事由により一定程度滞納がある特定技能外国人については，同

人からの在留資格変更許可申請等を不許可とすることとし，関係機関に通報するなど

必要な情報連携を行うこととするほか，その他の在留資格を有する外国人についても，

今後，同様の措置を講ずることを検討する。〔法務省（国税庁，総務省）〕《施策番号 138》

○ 受入れ機関は，特定技能１号外国人が円滑に納税を行うことができるようにするた

めの支援，特に，在留期間満了時までに，翌年納付すべき住民税を当該外国人に代わ

って納付することができるようにするための支援措置を講ずることとし，出入国在留

管理庁（平成３１年４月発足）は，受入れ機関が納税に係る支援を的確に実施できる

よう受入れ機関に対する周知を図り，適正な履行が確保されていない受入れ機関に対

しては，適切な指導等を行う。〔法務省〕《施策番号 139》

○ 在留申請手続のオンライン化について，令和２年春頃を目途に対象手続を在留資格

変更許可申請，在留資格認定証明書交付申請及び就労資格証明書交付申請に拡大する。

また，「特定技能」の在留資格による外国人の所属機関が行う雇用契約の終了等に関

する出入国在留管理庁長官に対する届出をオンラインで行うためのシステムの整備に

ついて，引き続き検討を行う。さらに，外国人の受入れ状況に係る情報を継続的に把

握し，受入れ機関単位で情報を管理・把握するための情報基盤の整備及び特定技能外

国人の受入れ機関が行う出入国在留管理庁長官に対する届出をオンラインで行うため

のシステム整備についても，引き続き検討を行う。〔法務省〕《施策番号 142》

○ 地方出入国在留管理官署における在留諸申請について，在留資格変更許可申請及び

在留期間更新許可申請の標準処理期間（２週間から１か月）内の処理を励行する。特

に，中小・小規模事業者をはじめとした人手不足の深刻化に対応するため，特定技能

外国人が地域において速やかに就労を開始できるよう，地方出入国在留管理官署にお

いては，「特定技能」の在留資格に係る在留諸申請及び登録支援機関登録申請に係る
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標準処理期間内の処理を励行し，迅速な処理を行う。〔法務省〕《施策番号 145》

○ 外国人材の受入れに関して，「特定技能」の在留資格については，法務省令におい

て，「退去強制令書の円滑な執行に協力する外国政府又は地域の権限ある機関の発行

した旅券を所持していること」と規定されていることから，被退去強制者を引き取ら

ない国の国民に対して，在留資格認定証明書を交付しない。また，その他の在留資格

についても，被退去強制者を引き取らない国の国民に対しては，在留資格認定証明書

交付申請に対する審査及び入国審査に際して，厳格な審査を実施する。〔法務省〕《施

策番号 170》

２ 審査等を実施する上での留意事項

（１）労働関係法令の遵守

ア 特定技能外国人の受入れは，雇用契約に基づいて行われるものであり，特定技能外国

人を受け入れる使用者側には，労働関係法令を遵守することが必要であり，労働関係法

令に違反した場合には処罰の対象となる。特に，賃金不払について最低賃金法や労働基

準法を遵守するほか，法務省令等において申請人に対する報酬が日本人が従事する場合

の報酬と同等以上であることを規定されていることに留意する。

また，「管理費」等の名目で特定技能外国人の賃金から控除したり，賃金の一部を預か

ることは，労働関係法令上，違法となることがあることから，行うべきでないことを指

導する。

イ 特定技能所属機関は，特定技能外国人について労働時間の管理を行う必要があるほか，

時間外労働や休日労働を行わせる場合には，労働基準法に定める割増賃金の支払だけで

なく，労使協定（３６協定）の締結が必要である。

なお，農業分野と漁業分野の特定技能所属機関については，労働時間，休憩及び休日

に関する労働基準法の規定（深夜業，年次有給休暇に関する規定を除く。）の適用が除外

されていることに留意する必要がある。

（参考１）変形労働時間

労働基準法第３２条の２から第３２条の５までに規定する労働時間に関する

制度をいい，フレックスタイム制と呼ばれる。変形労働時間制を採用する場合

にあっては，労働基準法に定める就業規則等の制定，書面による協定，労働時

間等の規定を遵守していることが当然必要である。

（参考２）交替制勤務

交替制勤務は，２４時間切れ目無く業務が続く業種，早朝から深夜まで業務
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が継続する業種，待機を伴う業務，年中無休で継続する業務，業務時間が断続

的な場合など所定労働時間以上に及び業務体系が必要なときに，労働者を交替

で勤務させる勤務形態をいう。

（２）職業紹介関係

本制度では，技能実習制度（団体監理型技能実習）と異なり，必ずしも雇用関係の成立

のあっせんを行う者が存在することを想定しているものではないものの，特定技能外国人

と特定技能所属機関の雇用関係の成立のあっせんを行う者が存在する場合にあっては，当

該あっせん者は，職業安定法第３０条，第３３条及び第３３条の３の規定に基づき無料職

業紹介の届出若しくは許可又は有料職業紹介事業の許可を得た上で特定技能外国人のあっ

せんを行わなければならないことに留意する必要がある。

また，船員職業安定法上の船員に該当する特定技能外国人の雇用関係の成立のあっせん

を行う者については，同法第３４条により，無料の船員職業紹介事業の許可を得ているこ

とが求められる。

なお，有料職業紹介の許可で行うことができない職業紹介には，建設業，港湾運送業務

があることに留意する。

厚生労働省職業安定局ホームページの「人材サービス総合サイト」において，都道府県，

届出・許可番号等を入力することにより取扱い範囲等を確認することが可能である。

（注）新規取得の場合は同サイトに反映されるまで１～２か月を要している。
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