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はじめに

はじめに
平成26年版「出入国管理」の発刊に当たって

関西国際空港（提供：新関西国際空港株式会社）

　昭和 34 年から発刊されている「出入国管理」は，本書で 20 冊目になります。平成

15 年版以前の「出入国管理」では，５年間の出入国管理行政の歩みをまとめたものと

して発刊していましたが，近年，出入国管理をめぐる情勢がめまぐるしく変化し，出入

国管理行政も，その動きに的確に対応するべく，様々な新しい取組を行っています。そ

こで，16 年版以後は，「出入国管理」は毎年の出入国管理行政の動きを取りまとめて発

刊しています。

　この平成 26 年版「出入国管理」では，入国管理局における業務の概要を紹介し，21

年から 25 年までの過去５年間の業務の推移を見つつ，外国人旅行者の訪日促進のため

の観光立国実現に向けた取組，25 年 12 月の高度人材に対するポイント制による出入国

管理上の優遇制度の見直し，不法滞在者・偽装滞在者の縮減，テロリスト等の確実な入

国阻止など，最近の出入国管理行政を取り巻く状況や施策を，25 年度の動きを中心に

取りまとめています。

　第１部では，「出入国管理行政とは～すべての人の出入国の公正な管理～」として，

入国管理局の役割（第１章），我が国の出入国管理制度（第２章）の概要を紹介してい

ます。

　第２部では，「出入国管理をめぐる近年の状況」として，外国人の出入国の状況（第

１章），外国人の在留の状況（第２章），技能実習制度の実施状況（第３章），日本人の

出帰国の状況（第４章），外国人の退去強制手続業務の状況（第５章），難民認定業務等
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の状況（第６章），人身取引対策の推進及び外国人ＤＶ被害者の適切な保護（第７章）

について統計資料を基に紹介しています。

　第３部では，「平成 25 年度における出入国管理行政に係る主要な施策等」として，出

入国管理及び難民認定法改正の概要（第１章），円滑かつ厳格な入国審査等の実施（第

２章），高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の見直し（第３章），

国内に不法滞在・偽装滞在する者への対策（第４章），難民の適正かつ迅速な庇護の推

進（第５章），国際社会及び国際情勢への対応（第６章），広報活動と行政サービスの向

上（第７章），外国人との共生社会実現のための施策（第８章），将来的な出入国管理行

政の検討（第９章）について紹介しています。 

　また，資料編では，平成 25 年４月１日以降の出入国管理行政に関する主な出来事や，

関連する統計などを紹介しています。

　本書を通じ，出入国管理行政が，皆様にとって親しみやすく分かりやすいものとなれ

ば幸いです。

　　　　　　　　　　　　　　　平成 26 年 12 月

　　　　　　　　　　　　　　　法務省入国管理局長　井 上　宏



ポイント

平成26年版「出入国管理」のポイント

○　本書は，出入国管理行政の概要（第１部），出入国管理をめぐる状況（第２部），主要な施策（第３
部）及び資料編で構成。

○　第１部では，入国管理局における業務概要を記載。
○　第２部では，平成21年から25年までの５年間の業務統計を基に，25年の業務の状況を記載。
○　第３部では，平成25年度における主要な施策を記載（26年度の取組についても一部記載）。

○　入国管理局の役割
○　我が国の出入国管理制度

○　平成25年における外国人入国者数

○　出入国管理及び難民認定法改正の概要

■平成26年版「出入国管理」の構成

■第１部　出入国管理行政とは
　　　　　～すべての人の出入国の公正な管理～

■第２部　出入国管理をめぐる近年の状況

■第３部　平成25年度における出入国管理行政に係る
　　　　  主要な施策等

　高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れをより一層促進するため，高度人材を対象とした新たな
在留資格の創設等をする。
　クルーズ船の外国人乗客に係る入国審査手続の円滑化のため，新たな特例上陸許可（船舶観光上陸許
可）の創設及びみなし再入国許可対象者の拡大を行う。
　一定範囲の短期滞在者に係る出入国手続の円滑化のため，自動化ゲートを利用できる対象者の範囲を拡
大し，当該外国人の上陸許可の証印を省略，それに代わる上陸許可の証明手段として特定登録者カードの

・

・

・

　平成25年における外国人入国者数（再入国者数を含む。）は1,125万5,221人，再入国者数を除いた
新規入国者数は955万4,415人であり，前年に比べ外国人入国者数は208万3,075人（22.7％），新規入
国者数は200万4,417人（26.5％）の大幅な増加を記録した。25年における外国人入国者数の大幅な増
加の要因としては，円高の是正を背景とした訪日旅行の割安感や，ＡＳＥＡＮ諸国に対する査証発給の
緩和措置等の観光立国に向けた政府の取組が，観光客の増加を促したものと考えられる。

○　平成25年末現在の在留外国人数
　平成25年末現在の中長期在留者数と特別永住者数を合わせた在留外国人数は206万6,445人であ
り，24年末現在と比べ1.6％増加している。
　また，在留外国人数の我が国の総人口に占める割合は1.62％であり，24年末と比べ0.03ポイント増
加している。

○　不法残留者数
　平成26年１月１日現在の不法残留者数は５万9,061人であり，過去最高であった５年５月１日現在の
29万8,646人から一貫して減少している。

　第186回国会において，平成26年６月11日，「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が可決・
成立し，同月18日に公布（平成26年法律第74号）された。その概要は以下のとおり。
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・

・

・

制度を設ける。
　在留資格の整備として，「投資・経営」及び「留学」に係る改正，「技術」・「人文知識・国際業務」の一本
化を行う。
　入国審査を一層効果的に行うため，航空会社に対し，乗客予約記録（ＰＮＲ）の報告を求めることができ
る規定を創設する。
　入管職員の調査権限に係る規定の整備として，再入国許可に係る調査規定及び退去強制令書の執行に
関する照会規定を創設する。

○　円滑かつ厳格な入国審査等の実施
　平成25年３月26日，全閣僚を構成員とする観光立国推進閣僚会議が立ち上げられた。その後，同年６月
11日の第２回観光立国推進閣僚会議において「観光立国実現に向けたアクション・プログラム」が取りまと
められ，同年中に訪日外国人旅行者数1,000万人を達成し，さらに2,000万人の高みを目指すとの目標が掲
げられた。なお，訪日外国人旅行者数1,000万人達成の目標は，25年12月20日に達成された（日本政府観
光局発表）。
　我が国においては政府を挙げて観光立国の実現に向けた取組を進めているところであり，セカンダリ審
査（二次的審査）の導入，自動化ゲートの設置・増設及びクルーズ船乗客に対する審査の合理化策等によ
り，円滑な審査の一層の推進を図っている。なお，法務大臣が指定するクルーズ船の外国人乗客を対象と
して，簡易な手続で上陸を認める新たな特例上陸許可制度の創設等を盛り込んだ出入国管理及び難民認
定法の一部を改正する法律案を第186回通常国会に提出し，同法律が平成26年６月に成立した。
　国民の生命と安全を守るためには，観光客等を装ったテロリスト等の入国を確実に水際で阻止すること
が極めて重要であり，個人識別情報，ＩＣＰＯ紛失・盗難旅券情報及びＡＰＩＳ等を活用した，厳格な出入国
審査を継続して実施している。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

○　高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度の見直し
　高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度は，「高度学術研究活動」，「高度専門・技
術活動」，「高度経営・管理活動」の３つの活動類型を設定し，それぞれの活動の特性に応じて，「学歴」，
「職歴」，「年収」といった項目ごとにポイントを設け，その合計が一定の点数に達した人を「高度人材外国
人」と認定し，在留資格「特定活動」を付与した上で，出入国管理上の優遇措置を講ずるものである。
　平成25年12月17日，高度人材に係る認定要件及び優遇措置の見直しを内容とする改正法務省告示が制
定された（同月24日施行）。
　高度人材を対象とする「高度専門職第１号」の在留資格を創設するとともに，当該在留資格をもって一定
期間在留した者が在留期間の制限なく在留することができる在留資格「高度専門職第２号」を創設するこ
と等の内容を盛り込んだ出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を第186回通常国会に提出
し，同法律は平成26年６月に成立した。

○　国内に不法滞在・偽装滞在する者への対策
　不法残留者数は着実に減少してきており，これまでの取組の成果が現れているものの，今なお約５万９千人
（平成26年１月１日現在）もの不法残留者が存在していると考えられるため，摘発の強化，不法滞在者に係
る情報の収集・分析の強化及び出頭申告の促進による更なる不法滞在者数の縮減に努めている。
　「偽装滞在者」とは，偽装結婚，偽装留学など，偽変造文書や虚偽文書を悪用するなどして身分・活動目
的を偽り，正規在留者を装って我が国で不法に就労等を行う者のことである。在留資格制度を悪用する偽
装滞在者の存在は看過できないものであることから，入国管理局としては，偽装滞在者の摘発及び情報の収
集・分析の強化などに努めている。
　平成22年９月の日本弁護士連合会との間の合意に基づき，出入国管理行政における収容に関する諸問題
について，より望ましい状況を実現するための方策等を協議することとしており，弁護士による被収容者の
法律相談等の取組を行った。
　退去強制令書が発付されてから相当の期間収容が継続している被収容者については，引き続き，一定期
間ごとにその仮放免の必要性，相当性を検証・検討し，個々の事情に応じて仮放免を弾力的に活用しつつ，
より一層適正な退去強制手続の実施に努めた。
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○　難民の適正かつ迅速な庇護の推進

○　国際社会及び国際情勢への対応

　入国管理局では，難民として認定されるべき者等の法的地位の早期安定化を図るため，難民認定申請案
件の審査期間について，６か月を標準処理期間としているところ，平成25年度各四半期の平均処理（審査）
期間は，いずれも６か月以内を維持した。
　第三国定住による難民の受入れのパイロットケースとして，平成22年度からタイの難民キャンプに滞在す
るミャンマー難民の受入れ及び定住支援が開始されている。22年度には第一陣として５家族27名が，23年
度には４家族18名が，25年度には４家族18名が来日した（24年度は３家族16名の来日が決定していたが，
いずれも来日前に辞退した。）。
　平成24年３月から25年12月まで，難民対策連絡調整会議の下で開催された「第三国定住に関する有識
者会議」の結果を踏まえて，26年１月24日，今後の方針について閣議了解が行われ，27年度以降は，この閣
議了解及び「第三国定住による難民の受入れに関する具体的措置について」（平成26年１月24日難民対策
連絡調整会議決定）の内容に従い，マレーシアに一時滞在するミャンマー難民を受入れの対象とすることと
された。

　各国との経済連携協定（ＥＰＡ）締結交渉等に積極的に参画した。
　ＥＰＡに基づき，インドネシアからは平成20年度，フィリピンからは21年度に，看護師・介護福祉士候補
者の受入れを開始しており，25年度までの受入れ人数は，インドネシアからは1,048人，フィリピンからは
821人となっている。また，26年度から，ベトナムからの看護師・介護福祉士候補者の受入れを開始してい
る。
　Ｇ８，ＡＳＥＭを始めとする国際会議に参加し，各国との議論や意見交換を通して協力関係の構築や情
報共有等に努めている。

　平成22年７月に外部の有識者で構成される「入国者収容所等視察委員会」を設置しているところ，同委員
会からの意見も踏まえ，引き続き，警備処遇の透明性がより一層確保されるよう努めるとともに，入国者収
容所等の運営の改善向上を図っている。
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