次

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案
新旧 対照表

目

○

○

○

○

国際受刑者移送法（平成十四年法律第六十六号） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

行政手続法（平成五年法律第八十八号） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年法律第百三十二号） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

道路交通法（昭和三十五年法律第百五号） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

○

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律（平成十六年法律第百十七号） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

出入国 管理及 び難民 認定法 （昭和 二十六 年政令 第三百 十九号 ）

○

出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律（平成十七年法律第九十六号） ‥‥‥‥‥‥‥‥

○

○

出入 国管理 及び難 民認定 法及び 日本国 との平 和条約 に基づ き日本 の国籍 を離脱し た者 等の出 入国管 理に関す る特例 法の一 部を改 正する 等の法 律（平

○

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成二十八年法律第八十九号） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（平成二十五年法律第八十六号） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

○

○

法務省設置法（平成十一年法律第九十三号） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

成二十一年法律第七十九号） ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

○

1

147 146 145 144 143 141 138

152 151 149 148

○

目次
（略）

改
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第 四十九 条）

出 入国管 理及び 難民認 定法（ 昭和二 十六年 政令第三 百十 九号）

第 一章～ 第四章

－

（略）

退去 強制の 手続

第一 節
収容 等（第三 十九条

第五章

第二節
審 査、口 頭審理 及び異 議の申 出（第 四十五条

第 四十四 条の九）

第三 節

目次
第 一章～ 第四章

（略 ）
退去 強制 の手続

現

行

（傍 線部分 は改正 部分）

－

（略）

第五章
第 一節

収容 （第三 十九条

第四 十四条 ）

第二節

審 査、口 頭審理 及び異 議の申 出（第 四十五 条

－

－

－

－

－

（新設 ）

第 五十条 ）

－

－

（新設 ）

第五十 五条の 三十六

（ 新設）

（新 設）

第五 十五条 の四十

（ 新設）

第五十三 条）

第三 節

退 去強制 令書の執 行（ 第五十 一条

（ 新設 ）
第四 節

仮放免 （第五 十四条 ・第五 十五条 ）

在 留特別 許可（ 第五十 条）

退 去強制 令書の執 行（第 五十 一条

第 五節

第 三節の 二
第四 節

仮放免 （第五 十四条 ・第五 十五条 ）

第五十三 条）

第 五節

（新設 ）

第 五十五 条の二 十）

保健衛 生及び 医療（ 第五十 五条の 三十七

第五 十五条 の五

－
規律及 び秩序の 維持（ 第五十 五条 の四十七

六）

（ 新設）

退去 の命令 （第五 十五条 の二）

総則 （第五十 五条 の三

被 収容者の 処遇

第六節
第五 章の 二
第一節

収 容の開 始（第 五十五 条の十 八

第五十 五条の十 七）

第二 節

金品 の取扱い 等（第 五十五 条の二 十一
）

第 三節

第 四節

第 五節

-1 －

十四）
－

外 部交 通（第五 十五条 の五十 五
（新設 ）

－

第五 十五条 の八十 一）

（ 新設）

第六 節
不服 申立て（ 第五十 五条の 六十 八

第 五十五 条の六 十七）

第七節
（新 設）

第 五十五 条の八 十八）

－

（略）

出国命 令（第五 十五条 の二

第六 章～第 七章

（略）

第五十 五条の 六）

難 民の認 定等（ 第六十 一条の 二
第八章 ・第九 章

第 七章の 二

－

第六 十一条 の二の 十七 ）

第 五章の 二

死 亡（第 五十五 条の八 十二・ 第五十 五条の八 十三）
出 国命 令（第五 十五条 の八十 四

第八 節
第 五章の 三
（略）

（ 略）

難 民の認定 等（ 第六十 一条の 二

第六 章～第 七章
第 七章の 二
第八章 ・第九 章

－

附則

（略 ）
削除

第六 十一 条の二 の十四 ）

－

（略 ）

（略）

四～ 十二

（新設 ）

二～三 の二

一

第 二条

附則

難民 以外の 者であ つて、 難民条 約の適 用を

（定 義）

（略）

（略）

（略）
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（定 義）
第 二条

一 ～三
補完 的保護 対象者

（削 る）

三の二

に規 定する理 由で あるこ と以外 の要件を 満たす ものを いう 。

受け る難 民の要 件のうち 迫害を 受ける おそれ がある 理由が 難民条 約第
一条Ａ
四～ 十二

第六 十一条 の三 第二項 第二号（ 第六十 一条の 二

の八 第二項 におい て準用 する第 二十二 条の四 第二項に 係る部 分に 限る

難 民調査 官

の十 一第二 項にお いて準用 する第 二十 二条の四 第二項 に係る 部分に 限

。 ）及び 第三号 （第六 十一条 の二の 十四第 一項に 係る部 分に限 る。）

十二の 二

る 。）及 び第三 号（第 六十一 条の二 の十七 第一項及 び第 二項に 係る部

に掲 げる事 務を行 わせるた め出入 国在留 管理 庁長官が 指定す る入国 審

第六 十一条 の三第 二項第 二号（ 第六十 一条の 二

分に限 る。） に掲 げる事務 を行わ せるた め出入 国在留 管理庁 長官が 指

査 官をい う。

難 民調査 官

定 する入 国審査 官をいう 。

十 二の二

(2)

（略）

入国 者収 容所等

十三～ 十五
十六

入国者 収容所 又は第 五十五 条の三 第一項 の規定

により 設けら れる収容 場をい う。

次 の各号 のいずれ かに該 当する 外国 人は、本 邦に上 陸する ことが

（ 上陸の 拒否）
第五 条
で きない 。
（略 ）

次の イから ヘまでに 掲げる 者で、 それぞ れ当該 イから ヘまで に定め

一～八
九

収 容場

十三～ 十五
十六

（略）

第六十 一条の六 に定め る収 容場をい う。

次 の各号 のいず れかに 該当す る外国 人は、本 邦に上 陸する こと が

（ 上陸の 拒否 ）
第五 条

で きない 。
（略 ）

次の イから ニまで に掲げる 者で、 それ ぞれ当該 イから ニまで に定め

一～八
九

る期間 を経過 してい ないも の
イ

る期間 を経過 していな いもの
（略）

（新設 ）

（略）

イ

第二 十四条 各号（ 第四号 オから ヨまで 及び第 四号の 三を除 く。）
のい ずれか に該当し て本邦 からの 退去 を強制さ れた者 で、第 五十二
条 第五項 の決定 を受け 、同項 に規定 する法務 省令で 定める 日ま でに
同条第 四項の 規定に よる許 可に基 づき退 去した もの（ 別表第 一の三

退 去の日 から一年

の表 の短 期滞在 の項の下 欄に掲 げる活 動を行 おうと する者 を除く 。
）

のいず れかに 該当して 本邦か らの退 去を 強制され た者で 、その 退去

第二十 四条 各号（第 四号オ からヨ まで及 び第四 号の三 を除く 。）

の いずれ かに 該当して 本邦か らの退 去を強 制され た者で 、その 退去

の日 前に本 邦からの 退去 を強制 された こと及び 第五十 五条の 三第 一

第二十 四条各 号（第 四号オ からヨ まで及び 第四 号の三 を除く 。）

の日 前に本 邦からの 退去を 強制さ れた こと及び 第五十 五条の 八十五

退去 した

第二 十四条 各号（第 四号 オから ヨまで 及び第四 号の三 を除く 。）

日か ら五年

項 の規定 による 出国命 令によ り出国 したこ とのな いもの
退去 の日か ら五年

第 一項の 規定に よる出 国命令 により 出国した ことの ない もの（ ロに
掲げる 者を除 く。）

第二 十四条 各号（第 四号オ からヨ まで 及び第四 号の三 を除く 。）

ハ

ロ

ロ

ハ

ニ
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２

ホ

ヘ

退 去の日 から十 年

のいず れかに 該当し て本邦 からの 退去を 強制され た者（ ロ及 びハに
掲げ る者を 除く 。）

出国し た日から 一年

第 五十五 条の八十 五第一 項の規 定に よる出国 命令に より出 国した
者（ ヘに掲 げる者を 除く 。）
第二 十四条 の三第 一号ロ に該当 する者 であつ て、第 五十五 条の八
十五 第一項 の規定に よる出 国命令 により 出国し たもの （別表 第一の

（略）

出国し た日か ら五年

三 の表の 短期滞 在の項の 下欄 に掲げ る活動を 行おう とする 者に限 る
。）
九の 二～ 十四
（ 略）

（ 上陸の 申請）

２

ニ

退去した 日から 十年

のいず れかに 該当し て本邦 からの 退去を 強制さ れた者 （ロに 掲げる
者 を除く 。）

第 五十五 条の三第 一項 の規定 による 出国命令 により 出国し た者

（略）

出国 した日 から一 年
（新設 ）

九 の二～ 十四
（ 略）

（ 上陸 の申請 ）

に対 して 行つた 通告によ り日本 国領事 官等の 査証を 必要と しない ことと

しなけ ればな らない 。ただ し、国 際約束 若しく は日本 国政府 が外国 政府

て 同じ。 ）は、 有効な 旅券で 日本国 領事官 等の査証 を受け たも のを所 持

されて いる外 国人の 旅券、 第二十 六条第 一項の 規定によ り再 入国の 許可

に 対して 行つた 通告によ り日本 国領 事官等 の査証を 必要と しない ことと

しなけ れば ならな い。ただ し、国 際約束 若しく は日本 国政府 が外国 政府

て 同じ。 ）は、 有効な 旅券で 日本国 領事官 等の査 証を受 けたも のを所 持

本 邦に上 陸しよ うとす る外国 人（乗 員を除く 。以下 この節 にお い

されて いる外 国人の 旅券、 第二十 六条第 一項の規 定によ り再入 国の 許可

を受 けてい る者 （第二十 六条の 二第一 項又は 第二十 六条の 三第一 項の規

第六 条

を受 けてい る者（ 第二十 六条の 二第一 項又は 第二十 六条の 三第一 項の規

定によ り再入 国の許 可を受け たもの とみ なされ る者を含 む。以 下同じ 。

本 邦に上 陸しよう とする 外国 人（乗 員を除く 。以下 この節 におい

定 により 再入 国の許 可を受け たもの とみな される 者を含 む。以 下同じ 。

）の 旅券又 は第六 十一条 の二の 十二第 一項の 規定によ り難民 旅行 証明書

第六 条

）の 旅券又 は第六 十一条の 二の十 五第 一項の 規定によ り難民 旅行証 明書

の 交付を 受けて いる 者の当該 証明書 には、 日本国 領事官 等の査 証を要 し

（略）

の 交付を 受けて いる者 の当該 証明書 には、 日本国領 事官 等の査 証を要 し

２ ・３

ない 。
（略）

ない。
２ ・３
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（入 国審査 官の 審査）

（ 入国審 査官の 審査）

入国 審査官 は、前 条第二 項の申 請があ つたとき は、当 該外 国人が

次の 各号（ 第二十 六条第 一項の 規定に より再 入国の 許可を 受けて いる者

第七条

次の 各号（ 第二十 六条第 一項の 規定に より再 入国の許 可を受 けて いる者

又 は第六 十一 条の二 の十二第 一項の 規定に より交 付を受 けた難 民旅行 証

入国 審査官 は、前条 第二項 の申 請があ つたとき は、当 該外国 人が

又 は第六 十一条 の二 の十五第 一項の 規定に より交 付を受 けた難 民旅行 証

明書 を所持 してい る者につ いて は、第 一号及 び第四号 ）に掲 げる上 陸の

第七条

明書 を所持 してい る者につ いては 、第一 号及 び第四号 ）に掲 げる上 陸の

（略 ）
（略）

（上 陸許可 の証印 ）

２ ～４

一～四

た めの条 件に適 合して いるか どうか を審査 しなけれ ばな らない 。

（略）

（略 ）

た めの条 件に適 合してい るか どうか を審査 しなけれ ばなら ない。
一～四
２～ ４

（上 陸許可 の証印 ）

（略 ）
（略）

第 九条
２

（略）

（略）

第 九条
２

及び在 留期 間を決 定し、旅 券にそ の旨を 明示し なけれ ばなら ない。 ただ

第一 項の証 印をす る場合 には、 入国審 査官は 、当該 外国人 の在留 資格

及び在 留期間 を決定 し、旅 券にそ の旨を 明示し なけれ ばなら ない。 ただ

し 、当該 外国人 が第二十 六条第 一項 の規定 により再 入国の 許可を 受けて

３

し、 当該 外国人 が第二十 六条第 一項の 規定に より再 入国の 許可を 受けて

いる者 又は第 六十一 条の二 の十二 第一項 の規定 により交 付を 受けた 難民

第一 項の証 印をす る場合 には、 入国審 査官は 、当該外 国人 の在留 資格

いる者 又は第 六十一 条の二 の十五 第一項 の規定に より交 付を受 けた 難民

旅行 証明書 を所 持してい る者で ある場 合は、 この限 りでな い。

に規 定する 上陸の ための条 件に適 合し ている と認定し たとき は、氏 名、

上 陸年月 日、上 陸す る出入国 港その 他の法 務省令 で定め る事項 を上陸 許

に規 定する 上陸の ための 条件に 適合し ている と認定し たとき は、 氏名、

入 国審査 官は、 次の各号 のいず れに も該当 する外国 人が第 七条第 一項

上 陸年月 日、上 陸する 出入国 港その 他の法 務省令で 定め る事項 を上陸 許

可の 証印に 代わる 記録のた めに用 いられ るフ ァイルで あつて 法務省 令で

４

可の証 印に代 わる 記録のた めに用 いられ るファ イルで あつて 法務省 令で

定 める電 子計算 機に備え られ たもの に記録 すること ができ る。こ の場 合

入国 審査 官は、 次の各号 のいず れにも 該当す る外国 人が第 七条第 一項

旅行 証明書 を所持 してい る者で ある場 合は、 この限 りでな い。

３

４

定 める電 子計算 機に備え られた ものに 記録 すること ができ る。こ の場合
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におい ては、 第一項 の規定 にかか わらず 、同項の 証印を する ことを 要し
な い。

におい ては、 第一項 の規定 にかか わらず 、同項 の証印 をする ことを 要し

第 八項の 規定に よる登 録を受 けた者 （同項 第一号ハ に該当 する もの

とし て登録 を受け た者に あつて は、次 条第一 項又は 第八項 の規定 によ

一

を受 けた者 にあつ ては、 次条第 一項又 は第八項 の規定 により 交付 を受

（略 ）

（略 ）

こと 。

５～７

二

り 交付を 受け た特定登 録者カ ードを 所持し ている 者に限 る。） である

（略 ）

け た特定 登録者 カード を所持 してい る者に 限る。 ）であ ること 。

第 八項の 登録を 受けた者 （同項 第一 号ハに 該当する ものと して登 録

ない 。
一

二
（略 ）

る意図 をもつ て出国 しよう とする ものが 、次の 各号（特 別永 住者に あつ

出入 国在留 管理庁 長官は、 本邦に 在留 する外 国人で本 邦に再 び上陸 す

る意図 をもつ て出国 しようと する ものが 、次の各 号（特 別永住 者にあ つ

ては 、第三 号を除 く。） のいず れにも 該当し 、かつ 、その 上陸し ようと

８

ては 、第三 号を除 く。） のいず れにも 該当し 、かつ、 その 上陸し ようと

す る出 入国港 におい て第四項 の規定 による 記録 を受ける ことを 希望す る

出入 国在留 管理庁 長官は、 本邦に 在留す る外 国人で本 邦に再 び上陸 す

す る出入 国港に おい て第四項 の規定 による 記録を 受ける ことを 希望す る

とき は、法 務省令 で定める とこ ろによ り、そ の旨の登 録をす ること がで

（ 略）

まで のいず れにも 該当す る者

過 去に本 邦から の退去 を強制 された こと又は 第五十 五条 の八十

ハ

次の

から

（略 ）

（ 略）

まで のいず れにも 該当 する者

過 去に本 邦から の退去 を強制 された こと又は 第五 十五条 の三第

(3) (1)

(4)
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５～７
８

とき は、法 務省令 で定める ところ によ り、そ の旨の登 録をす ること がで

き る。

（略 ）

次 のイ からハ までのい ずれか に該当 する者 である こと。
イ

一

（略 ）

第 六十一 条の二 の十二 第一項 の規定 により交 付を受 けた 難民旅 行

次 のイか らハま でのい ずれか に該当 する者 である こと。

き る。
一
イ

ロ

から

証明 書を所 持し ている者

第 六十一 条の二の 十五 第一項 の規定 により交 付を受 けた難 民旅 行

次の

証明 書を所 持して いる者

ロ

ハ

・

(4)

一項 の規定 による出 国命令 により 出国し たこと がない こと。

（略 ）

(4)

五第一 項の規 定によ る出国 命令に より出 国した ことが ないこ と。

・

(1)

(2 )

(1)

(2 )

(3) (1)
(4)

（略 ）

二・三

（略 ）

二・三

（仮上 陸の許 可）
（略）

前項 の許 可を与 える場合 には、 主任審 査官は 、当該 外国人 に仮上 陸許

第十 三条

（仮上 陸の許 可）
（略）
２

可書 を交付 しなけ ればなら ない 。

第一 項の許 可を与 える場 合には 、主任 審査官 は、当 該外国 人に対 し、

法務省 令で定 める ところに より、 住居及 び行動 範囲の 制限、 呼出し に対

３

人に対 し、法 務省令 で定め るとこ ろによ り、住居 及び 行動範 囲の制 限、

す る出頭 の義務 その他必 要と認 める条 件を 付し、か つ、二 百万円 を超え

第一 項の規 定によ る許可 を与え る場合 には、 主任審査 官は、 当該 外国

に仮 上陸許 可書を 交付しな ければ ならな い。

前項 の規定 によ る許可を 与える 場合に は、主 任審査 官は、 当該外 国人

第十 三条
２

３

呼出 しに 対する 出頭の義 務その 他必要 と認め る条件 を付し 、かつ 、二百

ない範 囲内で 法務省 令で定 める額 の保証 金を本 邦通貨又 は外 国通貨 で納

（ 略）

万円を 超えな い範囲 内で法務 省令 で定め る額の保 証金を 本邦通 貨又は 外

４

付さ せるこ とがで きる。

（略 ）

国通 貨で納 付させ ること ができ る。
４

さ れた条 件に違 反した 場合に は、法 務省令 で定め るとこ ろによ り、逃 亡

主任審 査官は 、第一 項の許 可を受 けた外 国人が第 三項の 規定に 基き 附

定 に基づ き付さ れた条 件に違 反した 場合に は、法務 省令で 定め るとこ ろ

し、又 は正 当な理 由がなく て呼出 に応じ ないと きは同 項の保 証金の 全部

５

により 、逃亡 し、又 は正当 な理由 がなく て呼出 しに応 じない ときは 同項

、 その他 のとき はその一 部を没 取す るもの とする。

主任審 査官は 、第一項 の規定 によ る許可 を受けた 外国人 が第三 項の規

の保 証金 の全部 、その他 のとき はその 一部を 没取す るもの とする 。

うに 足りる 相当 の理由が あると きは、 収容令 書を発 付して 入国警 備官に

主 任審査 官は、 第一項 の許可 を受け た外国 人が逃亡 する 虞があ ると疑

それ がある と疑う に足り る相当 の理由 がある ときは 、収容 令書を 発付し

当該外 国人を 収容さ せること ができ る。

主 任審査 官は、 第一項 の規定 による 許可を 受けた外 国人が 逃亡 するお

て 入国警 備官 に当該 外国人を 収容さ せるこ とがで きる。

に 準用す る。こ の場 合におい て、第 四十条 中「前 条第一 項の収 容令書 」

第四十 条から 第四十 二条第 一項ま での規 定は、前 項の規 定に よる収 容

に 準用す る。こ の場合 におい て、第 四十条 中「前条 第二 項の収 容令書 」

とあ るのは 「第十 三条第六 項の収 容令書 」と 、「容疑 者」と あるの は「

第四十 条から 第四十二 条第一 項ま での規 定は、前 項の規 定によ る収容

とある のは「 第十 三条第六 項の収 容令書 」と、 「容疑 者」と あるの は「

仮 上陸の 許可を 受けた外 国人 」と、 「容疑 事実の要 旨」と あるの は「 収

７

６

５

６

７

仮 上陸の 許可を 受けた外 国人」 と、「 容疑 事実の要 旨」と あるの は「収
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（退去 命令を 受けた 者がと どまる ことが できる 場所）

の許 可を受 けた外 国人」と 読み替 えるも のと する。

と 、同条 第三項 及び 第四十二 条第一 項中「 容疑者 」とあ るのは 「仮上 陸

完了 するま での間 におい て、主 任審査 官が必 要と認め る期間 とす る。」

延長す ること ができ る。」と あるの は「 第三章に 規定す る上陸 の手続 が

主任 審査官 は、 やむを得 ない事 由があ ると認 めると きは、 三十日 を限り

容すべ き事由 」と、 第四十 一条第 一項中 「三十日 以内と する 。ただ し、

（退去 命令を 受け た者がと どまる ことが できる 場所）

許可 を受け た外国 人」と読 み替 えるも のとす る。

、 同条第 三項 及び第 四十二条 第一項 中「容 疑者」 とある のは「 仮上陸 の

了す るまで の間に おいて 、主任 審査官 が必要 と認め る期間 とする 。」と

長する ことが できる 。」と あるの は「第 三章に 規定する 上陸の 手続 が完

任 審査官 は、や むを得な い事由 がある と認 めるとき は、三 十日を 限り延

容すべ き事由 」と、 第四十 一条第 一項中 「三十 日以内 とする 。但し 、主

て、 当該外 国人が 船舶等 の運航 の都合 その他 その者の 責め に帰す ること

くは第 十一項 又は第 十一条第 六項 の規定 により退 去を命 ずる場 合にお い

が でき ない事 由によ り直ちに 本邦か ら退去 する ことがで きない と認め る

て、 当該外 国人が 船舶等 の運航 の都合 その他 その者 の責め に帰す ること

くは第 十一項 又は第 十一条 第六項 の規定 により 退去を命 ずる 場合に おい

特別審 理官又は 主任審 査官 は、そ れぞれ第 十条第 七項若 し

が できな い事由 によ り直ちに 本邦か ら退去 するこ とがで きない と認め る

とき は、法 務省令 で定める とこ ろによ り、当 該外国人 に対し て、そ の指

第 十三条 の二

とき は、法 務省令 で定める ところ によ り、当 該外国人 に対し て、そ の指

定 する期 間内に 限り、 出入国 港の近 傍にあ るその 指定す る施設 にとど ま

特別審 理官又は 主任審 査官は 、そ れぞれ第 十条第 七項若 し

定 する期 間内に 限り、 出入国 港の近 傍にあ るその指 定する 施設 （法務 省

（略 ）

ること を許 すこと ができる 。
２

令で定 めるも のに限 る。） にとど まるこ とを許 すこと ができ る。
（略 ）

ひ

入国 審査官は 、船舶 等に 乗つて いる外国 人から 申請が あつ

（一 時庇護 のた めの上 陸の許可 ）
第十八 条の二
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第十 三条 の二

２

ひ

入国 審査官は 、船舶 等に乗 つてい る外国 人から 申請が あつ

（一 時庇護 のため の上陸 の許可 ）
第 十八条 の二

ひ

た場 合にお いて、 次の各 号に該 当する と思料 するとき は、一 時庇 護のた

に規定 する 理由その 他これ に準ず る理

た場 合にお いて、 次の各号 のいず れに も該当 すると思 料する ときは 、一

その者 が難民 条約第一 条Ａ

め の上陸 を許可 する ことがで きる。

ひ

次 のイ又 はロ のいずれ かに該 当する 者であ ること 。

一

時 庇護の ための 上陸を 許可す ること ができ る。
一

由 により 、その 生命、身 体又は 身体の 自由 を害され るおそ れのあ つた

(2 )

２

３

４

二

イ

ロ

その者 が難 民条約第 一条Ａ

に規 定する 理由そ の他こ れに準 ずる

理由に より、 その生命 、身体 又は身 体の 自由を害 される おそれ のあ
つた 領域か ら逃れて 、本 邦に入 つた者 であるこ と。
その 者が迫 害を受 けるお それの あつた 領域か ら逃れ て、本 邦に入
つた 者であ ること（ イに掲 げる者 を除く 。）。
（略 ）
２

二

領域か ら逃れ て、本 邦に入 つた者 である こと。

（略 ）

入 国審査 官は 、前項 の許可に 係る審 査のた めに必 要があ ると認 めると

き は、法 務省令 で定める ところ により 、当 該外国人 に対し 、電磁 的方式

入 国審査 官は、 前項の 規定に よる許 可に係 る審査 のため に必要 がある
と認 める ときは 、法務省 令で定 めると ころに より、 当該外 国人に 対し、

第一項 の許可 を与え る場合 には、 入国審 査官は、 法務省 令で定 める と

護 許可 書を交 付しな ければな らない 。

第一項 の許可 を与 える場合 には、 入国審 査官は 、当該 外国人 に一時 庇

ひ

によつ て個人 識別情 報を提 供させ ること ができ る。
３

電磁的 方式に よつて 個人識別 情報 を提供 させるこ とがで きる。
第一項 の規定 による 許可を 与える 場合に は、入国 審査 官は、 当該外 国
ひ

人 に一時 庇護許 可書 を交付し なけれ ばなら ない。
４

こ ろによ り、当 該外国 人に対 し、上 陸期間 、住居 及び行 動範囲 の制限 そ

第一項 の規定 による許 可を与 える 場合に は、入国 審査官 は、法 務省令
で 定める ところ により 、当該 外国人 に対し 、上陸期 間、住 居及 び行動 範

の他必 要と 認める 条件を付 するこ とがで きる。

在留カ ードの有 効期間 は、そ の交付 を受け る中長 期在留 者

に係る 次の各 号に掲 げる区分 に応じ 、当 該各号 に定める 日が経 過する ま

第十 九条の 五

（在留 カード の有効 期間）

囲の制 限その 他必要 と認め る条件 を付す ること ができ る。

在 留カー ドの有 効期間 は、そ の交付 を受け る中長 期在留 者

（在留 カード の有効 期間）
第十 九条の 五

に 係る次 の各 号に掲 げる区分 に応じ 、当該 各号に 定める 日が経 過する ま

一

永住者 であつ て、在留 カード の交付 の日 に十六歳 に満た ない者 （第

（略 ）

での 期間と する。

（略 ）

二

での 期間と する。
一

永 住者で あつ て、在留 カード の交付 の日に 十六歳 に満た ない者 （第

十 九条の 十一第 三項にお いて 準用す る第十 九条の十 第二項 の規定 によ

二

十 九条の 十一第 三項にお いて準 用する 第十 九条の十 第二項 の規定 によ

-9 -

(2 )

２

り在留 カード の交付 を受け る者を 除く。 第四号 におい て同じ 。）

十

り在留 カード の交付 を受け る者を 除く。 第四号に おいて 同じ 。）

六 歳の誕 生日（ 当該外国 人の誕 生日が 二月 二十九日 である ときは 、当

十

六歳 の誕生 日（ 当該外国 人の誕 生日が 二月二 十九日 である ときは 、当

該外国 人のう るう年以 外の 年にお ける誕 生日は二 月二十 八日で ある も

（略 ）

該外国 人のう るう年以 外の年 におけ る誕 生日は二 月二十 八日で あるも

三

のと みなす 。以下 同じ。 ）

（略 ）

のと みなす 。以下 同じ。 ）の前 日
三

第一号 又は第 二号に掲 げる 者以外 の者で あつて、 在留カ ードの 交付

在留期 間の満 了の日又 は十 六歳の 誕生日

（在 留資格 変更等 に伴 う住居地 届出）

（略 ）

のいず れか早 い日

の 日に十 六歳に 満たな い者

四

在留期 間の満 了の日又 は十六 歳の誕 生日

第一号 又は第 二号に掲 げる者 以外の 者で あつて、 在留カ ードの 交付

２

四
の 日に十 六歳に 満たない 者
の前日 のいず れか早 い日
（略 ）

（在 留資格 変更等 に伴う 住居地 届出）

十二条 の三に おいて 準用す る場合 を含む 。）に おいて 準用す る場合 を含

、 第二十 一条第 三項、 第二十 二条第 二項（ 第二十二 条の二 第四 項（第 二

の三 におい て準用 する場合 を含む 。） におい て準用す る場合 を含む 。）

む 。）、 第五十 条第一項 又は第 六十 一条の 二の二第 一項若 しくは 第二項

十二条 の三 におい て準用す る場合 を含む 。）に おいて 準用す る場合 を含

、 第二十 一条第 三項、 第二十 二条第 二項（ 第二十 二条の 二第四 項（第 二

の三 におい て準用 する場合 を含 む。） におい て準用す る場合 を含む 。）

第二 十条第三 項本文 （第二 十二 条の二第 三項（ 第二十 二条

む。 ）、 第五十 条第一項 、第六 十一条 の二の 二第一 項又は 第六十 一条の

の規定 による 許可を 受けて 新たに 中長期 在留者 となつた 者は 、住居 地を

第 十九 条の八

二の五 第一項 の規定 による 許可を 受けて 新たに中 長期在 留者と なつ た者

定め た日（ 既に 住居地を 定めて いる者 にあつ ては、 当該許 可の日 ）から

第二 十条第三 項本文 （第二 十二条 の二第 三項（ 第二十 二条

は、 住居地 を定め た日（ 既に住 居地を 定めて いる者 にあつ ては、 当該許

十四日 以内に 、法務 省令で定 める手 続に より、 住居地の 市町村 の長に 対

第 十九条 の八

可 の日） から 十四日 以内に、 法務省 令で定 める手 続によ り、住 居地の 市

し、 在留カ ードを 提出し た上、 当該市 町村の 長を経由 して、 出入 国在留

（略）

町村 の長に 対し、 在留カー ドを提 出し た上、 当該市町 村の長 を経由 して

２ ～４

管 理庁長 官に対 し、 その住居 地を届 け出な ければ ならな い。

（略）

、 出入国 在留管 理庁長 官に対 し、そ の住居 地を届け 出な ければ ならな い
。
２ ～４
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（在 留カー ドの 有効期間 の更新 ）

（ 在留カ ードの 有効期 間の更新 ）

ード の有効 期間が 当該中 長期在 留者の 在留期 間の満了 の日ま でと されて

い る場合 を除 き、当 該在留カ ードの 有効期 間の満 了の日 の二月 前（有 効

ード の有効 期間が 当該中 長期在 留者の 在留期 間の満 了の日 までと されて

在 留カー ドの交 付を受 けた中 長期在留 者は、 当該 在留カ

い る場合 を除き 、当 該在留カ ードの 有効期 間の満 了の日 の二月 前（有 効

期間 の満了 の日が 十六歳の 誕生 日とさ れてい るときは 、六月 前）か ら有

第十九 条の十 一

期間 の満了 の日が 十六歳の 誕生日 の前日 とさ れている ときは 、六月 前）

効 期間が 満了す る日ま での間 （次項 におい て「更新 期間 」とい う。） に

在 留カード の交付 を受 けた中 長期在留 者は、 当該在 留カ

か ら有効 期間が 満了する 日ま での間 （次項 において 「更新 期間」 とい う

、法務 省令で 定め る手続に より、 出入国 在留管 理庁長 官に対 し、在 留カ

第十九 条の十 一

。）に 、法務 省令で 定める 手続に より、 出入国在 留管 理庁長 官に対 し、

（略 ）

第二 十二条

（略 ）

（ 永住 許可）

２・３

ー ドの有 効期間 の更新を 申請し なけれ ばな らない。

（略 ）

在留 カー ドの有 効期間の 更新を 申請し なけれ ばなら ない。
２・３

（ 永住許 可）
（略 ）

し、か つ、 その者 の永住が 日本国 の利益 に合す ると認 めたと きに限 り、

前項 の申請 があつ た場合 には、 法務大 臣は、 その者 が次の 各号に 適合

れにも 適合し 、かつ 、その 者の永 住が日 本国の 利益に 合する と認め たと

こ れを許 可する ことがで きる。 ただ し、そ の者が日 本人、 永住許 可を受

２

きに 限り 、これ を許可す ること ができ る。た だし、 その者 が日本 人、永

けてい る者又 は特別 永住者 の配偶 者又は 子であ る場合に おい ては、 次の

前項 の申請 があつ た場合 には、 法務大 臣は、 その者が 次の 各号の いず

第二 十二条
２

住許可 を受け ている 者又は 特別永 住者の 配偶者又 は子で ある場 合に あつ

（略）

（略 ）

各号 に適合 する ことを要 しない 。

３ ・４

一・二

ては 次の各 号のい ずれに も適合 するこ とを要 せず、 国際連 合難民 高等弁
務 官事務 所そ の他の 国際機関 が保護 の必要 性を認 めた者 で法務 省令で 定
める 要件に 該当す るもので ある場 合に あつて は第二号 に適合 するこ とを

（略）

（略 ）

要 しない 。
一・二
３ ・４
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（在 留資格 の取 消し）

（ 在留資 格の取 消し）

法 務大臣 は、別 表第一 又は別 表第二の 上欄の 在留 資格を

もつ て本邦 に在留 する外 国人（ 第六十 一条の 二第一 項の難 民の認 定を受

第二十 二条の 四

もつ て本邦 に在留 する外 国人（ 第六十 一条の 二第一項 に規定 する 難民の

け ている 者を 除く。 ）につい て、次 の各号 に掲げ るいず れかの 事実が 判

法 務大臣は 、別表 第一 又は別 表第二の 上欄の 在留資 格を

認 定又は 同条第 二項 に規定す る補完 的保護 対象者 の認定 を受け ている 者

明し たとき は、法 務省令で 定め る手続 により 、当該外 国人が 現に有 する

第二十 二条の 四

を除 く。） につい て、次の 各号に 掲げる 事実 のいずれ かが判 明した とき

在 留資格 を取り 消すこ とがで きる。

（略）

偽り その他 不正 の手段に より、 第五十 条第一 項又は 第六十 一条の 二

一 ～三

は 、法務 省令で 定める手 続に より、 当該外 国人が現 に有す る在留 資格 を
取り消 すこと ができ る。
（略）

四

の二 第二項 の規定 による 許可を 受けた こと（ 当該許 可の後 、これ らの

偽 りその 他不正 の手段に より 、第五 十条第 一項又は 第六十 一条の 二

一～ 三
四

の五 第一項 の規定 による 許可を 受けた こと（当 該許可 の後 、これ らの

（ 略）

規 定に よる許 可又は上 陸許可 の証印 等を受 けた場 合を除 く。） 。
五～ 七

規 定によ る許可 又は上 陸許可 の証印 等を受 けた場 合を除 く。） 。
（ 略）

可又は この節 、第五 十条第 一項若 しくは 第六十 一条の 二の五 第一項 の

の 二の二 第二項 の規定に よる許 可を 受けて 、新たに 中長期 在留者 とな

可、こ の節 の規定 による許 可又は 第五十 条第一 項若し くは第 六十一 条

前章 第一節 若しく は第二 節の規 定によ る上陸 許可の 証印若 しくは 許

規定 によ る許可 を受けて 、新た に中長 期在留 者とな つた者 が、当 該上

つた者 が、当 該上陸 許可の 証印又 は許可 を受けた 日から 九十 日以内 に

八

陸許可 の証印 又は許可 を受 けた日 から九 十日以内 に、出 入国在 留管 理

、出 入国在 留管 理庁長官 に、住 居地の 届出を しない こと（ 届出を しな

前章 第一節 若しく は第二 節の規 定によ る上陸許 可の証 印若 しくは 許

五～ 七
八

庁長 官に、 住居地 の届出 をしな いこと （届出を しな いこと につき 正当

（ 略）
（略）

（ 旅券等 の携帯 及び提 示）

２ ～９

九・ 十

いこと につき 正当な理 由があ る場合 を除 く。）。

（略）

（ 略）

な 理由が ある 場合を除 く。） 。
九・ 十
２ ～９

（ 旅券等 の携帯 及び提示 ）
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第二十 三条

本邦に 在留 する外国 人は、 常に旅 券（次 の各号 に掲げ る者に

あ つては 、当該 各号に定 める文 書）を 携帯 していな ければ ならな い。た

本邦に 在留す る外国 人は、 常に旅 券（次の 各号 に掲げ る者に

あつ ては、 当該 各号に定 める文 書。第 三項及 び第七 十六条 第二号 におい

だし、 次項の 規定に より在 留カー ドを携 帯する 場合は、 この限 りで ない

第二十 三条

て同じ 。）を 携帯し ていなけ ればな らな い。ただ し、次 項の規 定によ り

（新 設）

（略 ）

。

同項 の監理 措置決 定通

（新 設）

（新設 ）

（新設 ）

特別 放免許 可書

同項 の監理 措置決 定通

一 ～七

在留 カード を携帯 する場 合は、 この限 りでな い。
（略）

第 五十二 条の二 第五項 に規定 する被 監理者

知書

第四十 四条の 二第六項 に規定 する被 監理 者

一 ～七
八

九
知書

仮放 免許可 書

第 五十二 条第十 項の規定 によ り放免 された 者
仮放 免の許 可を受 けた者

十
十一

（ 略）
（略）

八
２

（ 略）

（略）

十二
２

前二 項の外 国人は 、入国 審査官 、入国 警備官 、警察 官、海 上保安 官そ

の他法 務省 令で定 める国又 は地方 公共団 体の職 員が、 その職 務の執 行に

３

の他法 務省令 で定め る国又 は地方 公共団 体の職 員が、 その職 務の執 行に

当 たり、 これら の規定に 規定す る旅 券、乗 員手帳、 特定登 録者カ ード、

前二 項の外 国人は 、入国 審査官 、入国 警備官 、警察官 、海 上保安 官そ

当た り、 これら の規定に 規定す る旅券 又は在 留カー ド（以 下この 条にお

許可書 又は在 留カー ド（以 下この 条にお いて「 旅券等」 とい う。） の提

３

いて「 旅券等 」とい う。） の提示 を求め たときは 、これ を提示 しな けれ

（略 ）

次の 各号の いずれか に該当 する 外国人に ついて は、次 章に規

定 する手 続によ り、本邦 から の退去 を強制 すること ができ る。

第二 十四条

（ 退去強 制）

４・５

示を 求めた とき は、これ を提示 しなけ ればな らない 。

（略 ）

ばな らない 。
４ ・５

次の 各号のい ずれか に該当 する外 国人に ついて は、次 章に規

（ 退去強 制）
第二十 四条

定 する手 続によ り本邦か らの退 去を強 制し 、又は第 五十五 条の二 第一項
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（略）

の規定 による 命令に より本 邦から 退去さ せること ができ る。

一～二 の三

（略）

第 二十二 条の四 第七項 本文（ 第六十 一条の 二の八 第二項 におい

一～二 の三
二の 四

て 準用す る場 合を含む 。）の 規定に より期 間の指 定を受 けた者 で、当

第 二十二 条の四 第七項 本文（ 第六十 一条の二 の十一 第二 項にお

い て準用 する場 合を含 む。） の規定 により 期間の 指定を 受けた 者で、

該期 間を経 過して 本邦に残 留す るもの

十条第 一項若 しくは第 六十一 条の 二の五 第一項の 規定に よる許 可を受

若し くは 許可、 同章第四 節の規 定によ る上陸 の許可 又は前 二節、 第五

の交付 、上陸 許可の 証印（ 第九条 第四項 の規定に よる 記録を 含む。 ）

画を 偽造し 、若し くは変 造し、 虚偽の 文書若 しくは 図画を 作成し 、若

は次章 第三節 の規定 による 許可を 受けさ せる目的 で、文 書若 しくは 図

若 しくは 許可、 同章第四 節の規 定によ る上 陸の許可 又は前 二節若 しく

の交付 、上陸 許可 の証印（ 第九条 第四項 の規定 による 記録を 含む。 ）

他の 外国人 に不正 に前章 第一節 若しく は第二節 の規 定によ る証明 書

けさ せる目 的で、 文書若 しくは 図画を 偽造し、 若しく は変 造し、 虚偽

し くは 偽造若 しくは変 造され た文書 若しく は図画 若しく は虚偽 の文書

三

の 文書若 しくは 図画を 作成し 、若し くは偽 造若し くは変 造され た文書

若し くは図 画を行 使し、所 持し 、若し くは提 供し、又 はこれ らの行 為

他の 外国人 に不正に 前章 第一節 若しく は第二節 の規定 による 証明 書

当該 期間を 経過し て本邦に 残留す るもの

二の 四

三

若し くは図 画若し くは虚偽 の文書 若し くは図画 を行使 し、所 持し、 若

次のイ からハ までに掲 げる いずれ かの行為 を行い 、唆し 、又は

（略）

を 唆し、 若しく はこれ を助け た者

三 の四

三の二 ・三 の三

し くは提 供し、 又はこ れらの 行為を 唆し、 若しくは これを 助け た者
（ 略）

次のイ からハま でに掲 げるい ずれか の行為 を行い 、唆し 、又は

三の二 ・三の 三
三の 四

これを 助けた 者

は 第六十 一条 の二の七 第一項 の規定 に違反 する活 動又は 第七十 条第

三号 の三ま で、第五 号、 第七号 から第 七号の三 まで若 しくは 第八 号

に違反 する活 動又は第 七十条 第一項 第一 号、第二 号、第 三号か ら第

事業活 動に関 し、外国 人に不 法就 労活動 （第十九 条第一 項の規 定

一項 第一号 、第二号 、第三 号から 第三 号の三ま で、第 五号、 第七号

の 二から 第八号 の四ま でに掲 げる者 が行う 活動で あつて 報酬そ の他

イ

か ら第七 号の三 まで若 しくは 第八号 の二から 第八号 の四 までに 掲げ

の収 入を伴 うものを いう。 以下同 じ。） をさせ ること 。

事業活 動に関 し、外 国人に 不法就 労活動 （第十 九条第 一項若 しく

これを 助けた 者
イ

る者が 行う活 動（第 四十四 条の五 第一項 の規定 による 許可を 受けて
行 う活動 を除く 。）であ つて報 酬その 他の収 入を伴 うもの をいう 。
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（略）

（ 略）

以下同 じ。） をさせ ること 。
ロ・ ハ
三の五 ～七
第五十 五条の 八十五 第一項 の規定 により 出国命令 を受け た者 で、当

ロ・ ハ

（ 略）
（略）

第五 十五条 の三第 一項の 規定に より出 国命令を 受けた 者で、 当該 出

三の五 ～七
八

第五 十五条 の六の 規定によ り出国 命令を 取り消 された 者

八

九

国 命令に 係る 出国期限 を経過 して本 邦に残 留する もの

第五十 五条の 八十八の 規定に より出 国命 令を取り 消され た者

第六 十一条 の二の 二第一 項若し くは第 二項又は 第六 十一条 の二の 三

該 出国命 令に係 る出国 期限を 経過し て本邦 に残留 するも の
九

十

の許可 を受け て在 留する者 で、第 六十一 条の二 の七第 一項（ 第一号 又

第六 十一条 の二第一 項に 規定す る難民 の認定又 は同条 第二項 に規 定
する補 完的保 護対象 者の認 定を受 け、第 五十条第 一項 、第六 十一条 の

は 第三号 に係る ものに限 る。） の規定 によ り難民の 認定を 取り消 され

十

二の 二第 一項又 は第六十 一条の 二の三 の規定 による 許可を 受けて 在留

たもの

（出国 命令 ）

第二 十四条第 二号 の四、 第四号 ロ又は第 六号か ら第七 号

する者 で、第 六十一条 の二の 十第 一項（ 第一号又 は第三 号に係 るもの
に限 る。） の規定 により 難民の 認定を 取り消さ れたも の又 は同条 第二
項 （第一 号又は 第三号 に係る ものに 限る。 ）の規 定によ り補完 的保護
対象 者の認 定を取 り消され たもの

（出国 命令）

第 二十四 条の三

までの いずれ かに該 当する 外国人 で次の 各号の いずれに も該 当する もの

第二 十四条第 二号の 四、第 四号 ロ又は第 六号か ら第七 号

までの いずれ かに該 当する 外国人 で次の 各号のい ずれに も該当 する もの

（以 下「出 国命 令対象者 」とい う。） につい ては、 同条の 規定に かかわ

第二 十四 条の三

（以 下「出 国命令 対象者 」とい う。） につい ては、 同条の 規定に かかわ

らず、 次章第 一節か ら第三節 まで及 び第 五章の 二に規定 する手 続によ り

出頭し たこと 。

速や かに本 邦か ら出国す る意思 をもつ て自ら 出入国 在留管 理官署 に

ら ず、次 章第 一節か ら第三節 まで及 び第五 章の三 に規定 する手 続によ り

一

、出 国を命 ずるも のとす る。

第二 十七条 の規定に よる違 反調査 の開 始前に、 速やか に本邦 から

次の イ又は ロのい ずれか に該当 する者 であるこ と。

、出 国を命 ずるも のとする 。
一

イ
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ロ

出国す る意思 をもつ て自ら 出入国 在留管 理官署に 出頭し た者 である
こと 。
第 二十七 条の規定 による 違反調 査の 開始後、 第四十 七条第 三項の
規定 による 通知を受 ける 前に、 入国審 査官又は 入国警 備官に 対し て
速 やかに 本邦か ら出国 する意 思があ る旨を表 明し た者で あるこ と。
（ 略）

過去 に本邦 からの退 去を 強制さ れたこ と又は第 五十五 条の八 十五 第

二・ 三
四
一項の 規定に よる出 国命令 により 出国し たことが ない こと。

（ 略）

過去 に本邦 からの 退去を 強制さ れたこ と又は第 五十 五条の 三第一 項

二・ 三
四

の規定 による 出国 命令によ り出国 したこ とがな いこと 。
五

（略 ）

五

（み なし再 入国許 可）

（略 ）

（み なし再 入国許 可）

の 十五第 一項に 規定す る難民 旅行証 明書を 除く。） を所持 する もの（ 中

第一 号及び 第二号 に掲げる 者を除 く。 ）で有 効な旅券 （第六 十一条 の二

長期在 留者 にあつ ては、在 留カー ドを所 持する ものに 限る。 ）が、 法務

の 十二第 一項に 規定す る難民 旅行証 明書を 除く。 ）を所 持する もの（ 中

第一 号及び 第二号 に掲げる 者を 除く。 ）で有 効な旅券 （第六 十一条 の二

本 邦に在留 資格を もつて 在留 する外国 人（第 十九条 の三

長期在 留者に あつて は、在 留カー ドを所 持する ものに 限る。 ）が、 法務

省 令で定 めると ころによ り、入 国審 査官に 対し、再 び入国 する意 図を表

第 二十 六条の 二

省令 で定 めると ころによ り、入 国審査 官に対 し、再 び入国 する意 図を表

明して 出国す るとき は、前 条第一 項の規 定にか かわらず 、同 項の再 入国

本 邦に在留 資格を もつて 在留す る外国 人（第 十九条 の三

明して 出国す るとき は、前 条第一 項の規 定にかか わらず 、同項 の再 入国

の許 可を受 けた ものとみ なす。 ただし 、出入 国の公 正な管 理のた め再入

第 二十六 条の二

の許 可を受 けたも のとみ なす。 ただし 、出入 国の公 正な管 理のた め再入

国の許 可を要 する者 として法 務省令 で定 めるも のに該当 する者 につい て

（略）

国 の許可 を要 する者 として法 務省令 で定め るもの に該当 する者 につい て

２ ・３

は、 この限 りでな い。

（略）

は、 この限 りでな い。
２ ・３

（ 領置）
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第三十 条の二

入国 警備官 は、容 疑者又 は証人 が任意に 提出 し、又 は置き

去つ た物件 を領 置するこ とがで きる。

（臨 検、捜 索又は 差押え 等）

（新設 ）

入国警 備官は、 違反調 査をす るため 必要が あると きは、 その

（臨 検、捜 索及び 押収）
第 三十一 条

所属 官署の 所在地 を管轄す る地 方裁判 所又は 簡易裁判 所の裁 判官の 許可

入 国警 備官は、 違反調 査をす るため 必要が あると きは、 その

所属 官署の 所在地 を管轄す る地方 裁判所 又は 簡易裁判 所の裁 判官が あら

を 得て、 臨検、 捜索又 は押収 をする ことが できる。

（電磁 的記録 （電磁 的方式 で作ら れる記 録であつ て、 電子計 算機に よる
情報 処理 の用に 供される ものを いう。 以下こ の節及 び第五 十七条 第九項
におい て同じ 。）を 保管する 者そ の他電 磁的記録 を利用 する権 限を有 す
る者 に命じ て必要 な電磁 的記録 を記録 媒体に 記録させ 、又 は印刷 させた
上 、当該 記録媒 体を 差し押さ えるこ とをい う。以 下この 節にお いて同 じ
。） をする ことが できる。
差し 押さえ るべき 物件が 電子計 算機で あると きは、当 該電 子計算 機に
電気通 信回線 で接続 してい る記録 媒体で あつて 、当該 電子計 算機で 作成
若し くは 変更を した電磁 的記録 又は当 該電子 計算機 で変更 若しく は消去
をする ことが できる ことと されて いる電 磁的記録 を保管 するた めに 使用
され ている と認め るに足 りる状 況にあ るもの から、 その電 磁的記 録を当
該 電子計 算機 又は他 の記録媒 体に複 写した 上、当 該電子 計算機 又は当 該
他の 記録媒 体を差 し押さえ ること がで きる。

前項 の場合 にお いて、急 速を要 すると きは、 入国警 備官は 、臨検 すべ

き場 所、捜 索すべ き身体若 しくは 物件又 は押 収すべき 物件の 所在地 を管

２

べき物 件若し くは 場所、捜 索すべ き身体 、物件 若しく は場所 、差し 押さ

轄 する地 方裁判 所又は簡 易裁 判所の 裁判官 の許可を 得て、 同項の 処分 を

前二 項の場 合にお いて、 急速を 要する ときは 、入国 警備官 は、臨 検す

（ 新設）

か じめ発 する許 可状によ り、 臨検、 捜索、 差押え又 は記録 命令付 差押 え

第 三十一 条

２

３

え るべき 物件又 は電磁的 記録を 記録さ せ、 若しくは 印刷さ せるべ き者の
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所在地 を管轄 する地 方裁判 所又は 簡易裁 判所の裁 判官が あら かじめ 発す
る許 可状に より 、前二項 の処分 をする ことが できる 。

入国警 備官は 、第一項 又は前 項の 許可状 （第三十 七条の 五第四 項及び

（削る ）

４

第 五項を 除き、 以下こ の節に おいて 「許可 状」とい う。） を請 求する と
きは、 容疑者 が第二 十四条 各号の いずれ かに該 当する と思料 される べき
資料 及び 次の各 号に掲げ る場合 の区分 に応じ 当該各 号に定 める資 料を添

容疑者 以外の 者の物 件又は 住居そ の他の 場所を 臨検し ようと すると
その 物件 又は場所 が違反 事件に 関係が あると 認める に足り る状況

差し押さ えるべ き物件 の存在 及びそ の物件 が違反 事

容疑 者以外 の者の 身体、 物件又 は住居 その他の 場所 につい て捜索 し

があ ること を認め るべき資 料

き

付して これを しなけ ればな らない 。
一

二

ようと すると き

件 に関係 がある と認める に足り る状況 があ ることを 認める べき資 料

３

するこ とがで きる。

入 国警備 官は、 第一項 又は前 項の許 可を請 求しよう とする とき は、容

疑者 が第二 十四条 各号の 一に該 当する と思料 されるべ き資料 並び に、容

疑 者以外 の者の 住居 その他の 場所を 臨検し ようと すると きは、 その場 所

が違 反事件 に関係 があると 認める に足り る状 況がある ことを 認める べき

資 料、容 疑者以 外の者の 身体 、物件 又は住 居その他 の場所 につい て捜 索

しよう とする ときは 、押収 すべき 物件の 存在及 びその 物件が 違反事 件に

関係 があ ると認 めるに足 りる状 況があ ること を認め るべき 資料、 容疑者

以外の 者の物 件を押 収しよう とす るとき は、そ の物件が 違反事 件に関 係

があ ると認 めるに 足りる 状況が あるこ とを認 めるべき 資料 を添付 して、
こ れをし なけれ ばな らない。
（新 設）
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５

６

７

三

四

容 疑者以 外の者 の物件 を差し 押さえ ようと するとき

そ の物件 が違

反事 件に関 係が あると認 めるに 足りる 状況が あるこ とを認 めるべ き資
料
容疑者 以外の 者が保 管する 電磁的 記録で あつて、 当該電 磁的 記録を
保 管する 者その 他これ を利用 する権 限を有 する者 に命じ て必要 な電磁
的記 録を記 録させ 、又は印 刷させ たもの を差し 押さえ ようと すると き
そ の電磁 的記録 が違反事 件に 関係が あると認 めるに 足りる 状況が あ
ること を認め るべき 資料

前項 の請求 があつ た場合に おいて は、 地方裁 判所又は 簡易裁 判所の 裁

判官は 、臨検 すべき 場所、 捜索す べき身 体又は 物件、押 収す べき物 件、

４

判官は 、容疑 者の氏 名、臨検 すべ き物件 若しくは 場所、 捜索す べき身 体

請求 者の官 職氏名 、有効 期間及 び裁判 所名を 記載し 、自ら 記名押 印した

前項 の請求 があつ た場合に おいて は、地 方裁 判所又は 簡易裁 判所の 裁

、物 件若し くは場 所、差 し押さ えるべ き物件 又は記録 させ 、若し くは印

許 可状 を入国 警備官 に交付し なけれ ばなら ない 。

５

索又 は押収 をさせ ることが できる 。

入国 警備官 は、 前項の許 可状を 他の入 国警備 官に交 付して 、臨検 、捜

（新設 ）

刷 させる べき電 磁的 記録及び これを 記録さ せ、若 しくは 印刷さ せるべ き
者並 びに請 求者の 官職氏名 、有効 期間 、有効 期間経過 後は執 行に着 手す
る ことが できず これを 返還し なけれ ばなら ない旨、 交付の 年月 日及び 裁
判所名 を記載 し、自 己の記 名押印 した許 可状を 入国警 備官に 交付し なけ
れば なら ない。
第 二項の 場合に おいて は、許 可状に 、前項 に規定す る事項 のほ か、差
し押 さえる べき電 子計算 機に電 気通信 回線で 接続し ている 記録媒 体であ
つ て、そ の電 磁的記 録を複写 すべき ものの 範囲を 記載し なけれ ばなら な
い。
入国 警備官 は、許 可状を 他の入 国警備 官に交 付して 、臨検 、捜索 、差
押え又 は記録 命令 付差押え をさせ ること ができ る。
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入国 警備官は 、違反 調査を するた め必要 がある ときは 、

（通信 事務を 取り扱 う者に 対する 差押え ）

。

入国 警備官 は、 前二項の 規定に よる処 分をし た場合 におい ては、 その

がで きる。

況があ るもの に限り 、許可状 の交 付を受 けて、こ れを差 し押さ えるこ と

は所 持す るもの について は、違 反事件 に関係 がある と認め るに足 りる状

ついて の書類 で法令 の規定 に基づ き通信 事務を取 り扱 う者が 保管し 、又

入国 警備官 は、前 項の規 定に該 当しな い郵便 物、信書 便物又 は電 信に

を 取り扱 う者が 保管 し、又は 所持す るもの を差し 押さえ ること ができ る

便物 、信書 便物又 は電信 につい ての書 類で法 令の規定 に基づ き通 信事務

許可状 の交付 を受け て、容疑 者から 発し 、又は容 疑者に 対して 発した 郵

第三 十一条 の二

２

３

旨を 発信人 又は受 信人に通 知しな けれ ばなら ない。た だし、 通知に よつ
て 違反調 査が妨 げられ るおそ れがあ る場合 は、この 限りで ない 。

入 国警備 官は、 差押え 又は記 録命令付 差押え をす るため

（通 信履 歴の電 磁的記録 の保全 要請）
第三十 一条の 三

必要 がある ときは 、電気 通信を 行うた めの設 備を他 人の通 信の用 に供す
る 事業を 営む 者又は 自己の業 務のた めに不 特定若 しくは 多数の 者の通 信
を媒 介する ことの できる電 気通信 を行 うため の設備を 設置し ている 者に
対 し、そ の業務 上記録 してい る電気 通信の 送信元、 送信 先、通 信日時 そ
の他の 通信履 歴の 電磁的記 録のう ち必要 なもの を特定 し、三 十日を 超え
な い期間 を定め て、これ を消去 しない よう 、書面で 求める ことが できる

（ 新設）

（新設 ）
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２

３

。この 場合に おいて 、当該 電磁的 記録に ついて差 押え又 は記 録命令 付差
押え をする 必要 がないと 認める に至つ たとき は、当 該求め を取り 消さな
ければ ならな い。
前項の 規定に より消 去しな いよう 求める 期間につ いては 、特 に必要 が
あ るとき は、三 十日 を超えな い範囲 内で延 長する ことが できる 。ただ し
、消 去しな いよう 求める期 間は、 通じて 六十 日を超え ること ができ ない
。
第 一項の 規定に よる求 めを行 う場合 におい て、必 要があ るとき は、み
だり に当 該求め に関する 事項を 漏らさ ないよ う求め ること ができ る。

差 し押さえ るべき 物件が 電磁的 記録に 係る記 録媒体 であ

（電 磁的記 録に係 る記録 媒体の 差押え に代わ る処分）
第 三十一 条の四

ると きは、 入国警 備官は、 その差 押え に代え て次に掲 げる処 分をす るこ

差押え を受け る者に 差し押 さえる べき記 録媒体 に記録 された 電磁的

ること 。

に複 写し 、印刷 し、又は 移転し た上、 当該他 の記録 媒体を 差し押 さえ

差 し押さ えるべ き記録 媒体に 記録さ れた電 磁的記 録を他 の記録 媒体

と ができ る。
一

二

記 録を他 の記 録媒体に 複写さ せ、印 刷させ 、又は 移転さ せた上 、当該
他の 記録媒 体を差 し押さえ ること 。

入 国警備 官は、臨 検、捜 索、 差押え 又は記録 命令付 差押え を

（臨検 、捜索 又は 差押え等 に際し ての必 要な処 分）
第 三十二 条

（ 新設 ）

入 国警備 官は、 捜索又 は押収 をする ため必要 がある とき は、

（必 要な処 分）
第 三十二 条

- 21 -

２

するた め必要 がある ときは 、錠を はずし 、封を開 き、そ の他 必要な 処分
をす ること がで きる。
前 項の処 分は、 領置物件 、差押 物件 又は記 録命令付 差押物 件につ いて
も、 するこ とがで きる。

臨検 すべき 物件又 は差し 押さえ るべき物 件が電 磁的 記録

（処 分を受 ける者 に対する 協力要 請）
第 三十二 条の二
に係る 記録媒 体であ るとき は、入 国警備 官は、臨 検又 は捜索 若しく は差
押え を受 ける者 に対し、 電子計 算機の 操作そ の他の 必要な 協力を 求める
ことが できる 。

臨検、捜 索、差 押え 又は記 録命令付 差押え の許可 状は、

（ 許可状 の提示 ）
第三 十二条 の三

こ れらの 処分を 受ける 者に提 示しな ければ ならない 。

（証 票の 携帯）
入国警 備官は 、この 節の規 定によ り取調べ 、領置 、臨 検、捜

錠をは ずし、 封を開 き、そ の他必 要な処 分をす ること ができ る。

（新設 ）

（ 新設）

（新 設）

入国警 備官は 、取調 、臨検 、捜索 又は押収 をす る場合 には、

（ 証票の 携帯）
第三十 三条

その 身分を 示す 証票を携 帯し、 関係人 の請求 がある ときは 、これ を呈示

第三十 三条

索、 差押え 又は記 録命令 付差押 えをす る場合 には、 その身 分を示 す証票

第 三十四 条

入 国警備 官は、 住居そ の他の 建造物 内で捜索 又は押 収を する

（捜 索又は 押収の 立会）

しなけ ればな らない 。

入 国警備 官は、住 居その 他の 建造物 内で臨検 、捜索 、差押 え

を 携帯し 、関 係人の 請求があ るとき は、こ れを提 示しな ければ ならな い
。

（立会 い）
第 三十四 条
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２

の者 に代わ るべ き者を立 ち会わ せなけ ればな らない 。これ らの者 を立ち

又は記 録命令 付差押 えをす るとき は、所 有者、借 主、管 理者 又はこ れら

、隣人 又は地 方公共 団体の 職員を 立ち会 わせな ければな らない 。

せ なけれ ばなら ない。こ れらの 者を立 ち会 わせるこ とがで きない ときは

ときは 、所有 者、借 主、管 理者又 はこれ らの者 に代る べき者 を立ち 会わ

第 三十五 条

入 国警備 官は、日 出前、 日没 後には 、許可状 に夜間 でも執 行

（時刻 の制限 ）

（ 新設）

会わせ ること ができ ないとき は、隣 人又 は地方公 共団体 の職員 を立ち 会
わせ なけれ ばなら ない。
女子 の身体 につ いて捜索 をする ときは 、成年 の女子 を立ち 会わせ なけ
れば ならな い。た だし、急 速を要 する場 合は 、この限 りでな い。

（時刻 の制限 ）
入 国警備 官は、日 出前、 日没後 には 、許可状 に夜間 でも執 行

するこ とがで きる旨 の記載 がなけ れば、 捜索又 は押収の ため 、住居 その

左の 場所で 捜索又 は押収 をする につい ては、 入国警 備官は 、第一 項に

、そ の処分 を継続 すること がで きる。

入 国警備 官は、 日没前に 捜索又 は押収 に着 手したと きは、 日没後 でも

するこ とがで きる旨 の記載が なけ れば、 臨検、捜 索、差 押え又 は記録 命

２

他の 建造物 内に入 つては ならな い。

入国 警備官 は、 日没前に 臨検、 捜索、 差押え 又は記 録命令 付差押 えに
着手 したと きは、 日没後で も、そ の処 分を継 続するこ とがで きる。
次に 掲げる 場所で の臨検 、捜索 、差押 え又は 記録命令 付差 押えに つい

（略 ）

３

令付 差押え のため 、住居 その他 の建造 物内に 入つては なら ない。

第三 十五 条

２

３

一

旅 館、飲 食店そ の他夜 間でも 公衆が 出入す ることが でき る場所 。但

規定す る制 限によ ることを 要しな い。

（略 ）

二

ては、 入国警 備官は 、第一 項に規 定する 制限に よるこ とを要 しない 。
一

旅 館、飲 食店そ の他夜 間でも 公衆が 出入する ことが できる 場所 。た

入 国警 備官は、 取調、 臨検、 捜索又 は押収 をする 間は、 何人

（出 入禁止 ）

し、 公開し た時 間内に限 る。

二

だし 、公開 した時 間内に 限る。

（出 入禁止 ）

第 三十六 条

に対 しても 、許可 を得ない でその 場所に 出入 すること を禁止 するこ とが

入 国警備 官は、 この節 の規定 により 取調べ 、臨検 、捜索 、差

押え又 は記録 命令 付差押え をする 間は、 何人に 対して も、許 可を受 けな

で きる。

第 三十六 条

い でその 場所に 出入する ことを 禁止す るこ とができ る。
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臨 検、捜索 、差押 え又 は記録 命令付差 押えの 執行を 中止

（執 行を中 止す る場合の 処分）
第三十 六条の 二
する 場合に おいて 、必要 がある ときは 、執行 が終わる までそ の場 所を閉
鎖 し、又 は看守 者を 置くこと ができ る。

捜 索をし た場合 におい て、証 拠物が ないと きは、 捜索を

（ 捜索証 明書の 交付）
第三十 六条の 三

受け た者 の請求 により、 その旨 の証明 書を交 付しな ければ ならな い。

（領 置目録 等の作 成等）
入 国警 備官は、 領置、 差押え 又は記 録命令 付差押 えをし たと

（新設 ）

（新設 ）

入国警 備官は、 押収を したと きは 、その目 録を作 り、所 有者

（押 収の手 続）
第 三十 七条

、所 持者若 しくは 保管者又 はこ れらの 者に代 るべき者 にこれ を交付 しな

第 三十七 条

きは 、その 目録を 作成し、 領置物 件、 差押物 件若しく は記録 命令付 差押

け ればな らない 。

入 国警備 官は、 押収物 につい て、留 置の必 要がない と認 めたと きは、

すみ やかに これを 還付し なけれ ばなら ない。

（ 新設）

２

物 件の所 有者、 所持者 若しく は保管 者（第 三十一条 の四の 規定 による 処
分を受 けた者 を含む 。）又 はこれ らの者 に代わ るべき 者にそ の謄本 を交
付し なけ ればな らない。
（削る ）

運搬 又は保 管に不 便な領 置物件 、差押 物件又 は記録 命令

（領 置物件 等の処 置）
第 三十七 条の二

付差押 物件は 、そ の所有者 又は所 持者そ の他入 国警備 官が適 当と認 める
者 に、そ の承諾 を得て、 保管証 を徴し て保 管させる ことが できる 。
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２

地 方出入 国在留 管理局 長は、 領置物 件又は 差押物件 が腐 敗し、 若しく
は変 質した とき 、又は腐 敗若し くは変 質のお それが あると きは、 政令で
定める ところ により 、公告し た後こ れを 公売に付 し、そ の代金 を供託 す
るこ とがで きる。

（領 置物件 等の還 付等）
入国 警備官 又は入 国審査 官は、 領置物件 、差押 物件 又は

前項 の公告 に係る 領置物 件、差 押物件 又は記 録命令付 差押 物件に つい

場合 におい ては、 その旨を 公告し なけ ればな らない。

か らない ため、 又は その他の 事由に よりこ れを還 付する ことが できな い

付差 押物件 につい て、そ の返還 を受け るべき 者の住所 若し くは居 所がわ

地 方出入 国在留 管理局長 は、 前項の 領置物 件、差押 物件又 は記録 命令

を受 ける べき者 にこれを 還付し なけれ ばなら ない。

記録命 令付差 押物件 につい て留置 の必要 がなくな つた ときは 、その 返還

第 三十七 条の三

２

３

て公告 の日か ら六月 を経過 しても 還付の 請求が ないと きは、 これら の物
件は 、国 庫に帰 属する。

入 国警備官 は、第 三十一 条の四 の規定 により 電磁的 記録

（移 転され た電磁 的記録 に係る 記録媒 体の交 付等）
第 三十七 条の 四

を移 転し、 又は移 転させた 上差し 押さ えた記 録媒体に ついて 留置の 必要
が なくな つた場 合にお いて、 差押え を受け た者と当 該記 録媒体 の所有 者
、所持 者又は 保管 者とが異 なると きは、 当該差 押えを 受けた 者に対 し、
当 該記録 媒体を 交付し、 又は当 該電磁 的記 録の複写 を許さ なけれ ばなら

（ 新設）

（新設 ）
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２

３

ない。
前条第 二項 の規定 は、前項 の規定 による 交付又 は複写 につい て準用 す
る。
前項に おいて 準用す る前条 第二項 の規定 による公 告の日 から 六月を 経
過 しても 前項の 交付 又は複写 の請求 がない ときは 、その 交付を し、又 は
複写 をさせ ること を要しな い。

入国 警備官は 、違反 調査を する ため必要 がある ときは 、

（鑑定 等の嘱 託）
第三 十七 条の五

学識経 験を有 する者 に領置物 件、 差押物 件若しく は記録 命令付 差押物 件
につ いての 鑑定を 嘱託し 、又は 通訳若 しくは 翻訳を嘱 託す ること ができ
る。
前項の 規定に よる鑑定 の嘱託 を受 けた者 （第四項 及び第 五項に おいて

前 項の許 可の請 求は、 入国警 備官か らしな ければな らない 。

２

「 鑑定人 」とい う。） は、前 項の入 国警備 官の所属 官署の 所在 地を管 轄
する地 方裁判 所又は 簡易裁 判所の 裁判官 の許可 を受け て、当 該鑑定 に係

３

前項の 請求が あつた 場合に おいて 、裁判 官は、 当該請 求を相 当と認 め

る物 件を 破壊す ることが できる 。

４

る ときは 、容 疑者の 氏名、破 壊すべ き物件 及び鑑 定人の 氏名並 びに請 求
者の 官職氏 名、有 効期間、 有効期 間経 過後は 執行に着 手する ことが でき
ず これを 返還し なけれ ばなら ない旨 、交付 の年月日 及び 裁判所 名を記 載
し、自 己の記 名押 印した許 可状を 入国警 備官に 交付し なけれ ばなら ない
。

（ 新設）
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５

鑑 定人は 、第二 項の処 分を受 ける者 に前項 の許可状 を示 さなけ ればな
らな い。

（調 書の作 成）
入 国警 備官は、 臨検、 捜索、 差押え 又は記 録命令 付差押 えを

入国警 備官は、 臨検、 捜索又 は押収 をした ときは 、これ らに

（調 書の作 成）
第 三十八 条

関す る調書 を作成 し、立会 人に 閲覧さ せ、又 は読み聞 かせて 、署名 をさ

前 項の場 合に おいて 、立会人 が署名 するこ とがで きない とき、 又は署

した ときは 、これ らに関す る調書 を作成 し、 立会人に 閲覧さ せ、又 は読

２

せ 、且つ 、自ら これに 署名し なけれ ばなら ない。

前 項の場 合にお いて、 立会人 が署名 するこ とがで きない とき、 又は署

み 聞かせ て、署 名をさせ 、か つ、自 らこれ に署名し なけれ ばなら ない 。

第 三十八 条

２

名 を拒ん だとき は、入国 警備官 は、そ の旨 を調書に 附記し なけれ ばなら

収容

名を 拒ん だとき は、入国 警備官 は、そ の旨を 調書に 付記し なけれ ばなら

（ 収容）

入国 警備官 は、容疑 者が第 二十四 条各号 の一に 該当す ると疑

第 二節

ない。

収容等

ない。

第 二節

（ 収容）

第三十 九条

う に足り る相当 の理由が あると きは 、収容 令書によ り、そ の者を 収容す

入国警 備官は 、第二 十七条 の規定 による 違反調 査の結 果、容

疑者 が第 二十四 条各号の いずれ かに該 当する と疑う に足り る相当 の理由

前 項の収 容令書 は、入国 警備官 の請 求によ り、その 所属官 署の主 任審

ること ができ る。

た場 合を除 き、主 任審査 官に対 し、そ の旨を 通知す るもの とする 。
前項 の規 定によ る通知を 受けた 主任審 査官は 、容疑 者が第 二十四 条各

査官 が発付 するも のとす る。

２

がある と認め るとき は、第 四十三 条第一 項の規定 により 容疑者 を収 容し

第三十 九条

２

号の いずれ かに該 当すると 疑うに 足り る相当 の理由が あると 認める とき
は 、第四 十四条 の二第 一項の 規定に よる監 理措置に 付す る旨の 決定を す
る場合 を除き 、収 容令書を 発付し 、これ を入国 警備官 に交付 するも のと
す る。
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３

入 国警備 官は、 前項の 規定に より収 容令書 の交付を 受け たとき は、収
容令 書によ り、 容疑者を 収容す るもの とする 。

（収 容令書 の方式 ）

（新設 ）

（収 容令書 の方式 ）

前 条第一 項の収容 令書に は、容 疑者の 氏名、 居住地 及び国 籍、

容疑 事実の 要旨、 収容すべ き場 所、有 効期間 、発付年 月日そ の他法 務省

第 四十条

容疑 事実の 要旨、 収容すべ き場所 、有効 期間 、発付年 月日そ の他法 務省

令 で定め る事項 を記載 し、且 つ、主 任審査 官がこれ に記 名押印 しなけ れ

前条 第二 項の収容 令書に は、容 疑者の 氏名、 居住地 及び国 籍、

令 で定め る事項 を記載し 、か つ、主 任審査 官がこれ に記名 押印し なけ れ

ばなら ない。

第 四十条

ばなら ない。

（収容 の期間 及び場 所並び に留置 の嘱託 ）

収容 令書 によつて 収容す ること ができ る期間 は、三 十日以 内

（収容 の期間 及び場 所並びに 留置 の嘱託 ）

第四 十一条

と する 。但し 、主任 審査官は 、やむ を得な い事 由がある と認め るとき は

収容 令書に よつて 収容す ること ができる 期間 は、三 十日以 内

と する。 ただし 、主 任審査官 は、や むを得 ない事 由があ ると認 めると き

収容 令書に よつて 収容す ること ができ る場所 は、入 国者収 容所、 収容

、三 十日を 限り延 長するこ とが できる 。
２

場その 他出 入国在 留管理庁 長官又 はその 委任を 受けた 主任審 査官が 指定

収容 令書に よつて 収容す ること ができ る場所 は、入国 者収 容所等 その
他出入 国在留 管理庁 長官又 はその 委任を 受けた 主任審 査官が 指定す る適

す る適当 な場所 とする。

（要急 事件）

（ 略）

当な 場所 とする 。
（ 略）

３

は、 三十日 を限り 延長する ことが でき る。

第四 十一条

２

３

（ 要急事 件）

入国 警備官 は、第 二十四 条各号 の一に明 らかに 該当 する者 が

収 容令書 の発付 をま つていて は逃亡 の虞が あると 信ずる に足り る相当 の

第四 十三条

る 者が収 容令書 の発付 を待つ ていて は逃亡 のおそれ があ ると信 ずるに 足

理由 がある ときは 、収容令 書の発 付をま たず に、その 者を収 容する こと

入国 警備官は 、第二 十四 条各号 のいずれ かに明 らかに 該当す

りる相 当の理 由が あるとき は、収 容令書 の発付 を待た ずに、 その者 を収

が できる 。

第四 十三条

容 するこ とがで きる。
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２
前項の 場合 におい て、主任 審査官 が第一 項の収 容を認 めない とき（ 第

（ 略）
３

２

前項 の場合 におい て、主任 審査官 が第 一項の 収容を認 めない ときは 、

（ 略）

入 国警備 官は、 第三十 九条第 一項の 規定に より容 疑者を 収容

（容 疑者の 引渡）

入国警 備官は 、直ち にその 者を放 免しな ければ ならない 。

３
二十四 条各号 のいず れにも該 当しな いと 認めたと きに限 る。） は、入 国
警備 官は、 直ちに その者 を放免 しなけ ればな らない。

（容 疑者の 引渡し ）

第 四十四 条

したと きは、 容疑 者の身体 を拘束 した時 から四 十八時 間以内 に、調 書及

入 国警備 官は、 第三十 九条第 三項又 は前条第 一項の 規定 によ

り容疑 者を収 容した ときは 、次条 第五項 の規定に よる 監理措 置に付 する

び 証拠物 ととも に、当該 容疑者 を入国 審査 官に引き 渡さな ければ ならな

第 四十四 条

旨の 決定 がされ た場合を 除き、 容疑者 の身体 を拘束 した時 から四 十八時

い。

（ 新設）

間以内 に、調 書及び 証拠物と とも に、当 該容疑者 を入国 審査官 に引き 渡
さな ければ ならな い。

第三 十九条 第一項 の規定 による 通知を受 けた 主任審 査官

（収 容に代 わる監 理措置）
第 四十四 条の二

は、容 疑者が 第二十 四条各 号のい ずれか に該当 すると 疑うに 足りる 相当
の理 由が ある場 合であつ て、容 疑者が 逃亡し 、又は 証拠を 隠滅す るおそ
れの程 度その 他の事 情を考 慮し、 容疑者 を収容し ないで この章 に規 定す
る退 去強制 の手続 を行う ことが 相当と 認める ときは 、法務 省令で 定める
期 限まで に三 百万円 を超えな い範囲 内で法 務省令 で定め る額の 保証金 を
納付 するこ とを条 件として 、容疑 者を 監理措 置（次条 に規定 する監 理人
に よる監 理に付 する措 置をい う。以 下この 節におい て同 じ。） に付す る
旨の決 定をす るも のとする 。この 場合に おいて は、監 理措置 に付さ れる
容 疑者に 対し、 住居及び 行動範 囲の制 限、 呼出しに 対する 出頭の 義務そ
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２

３

４

５

の他逃 亡及び 証拠の 隠滅を 防止す るため に必要と 認める 条件 （第五 項及
び第 四十四 条の 四第二項 第三号 におい て「監 理措置 条件」 という 。）を
付する ものと する。
主任審 査官は 、前項 の決定 をした ときは 、入国警 備官に 対し 、その 旨
を 通知す るもの とす る。
第三十 九条第 三項、第 四十三 条第一 項又 は第四十 四条の 四第六 項若し
く は第七 項の規 定により 収容 された 容疑者 （第五十 四条第 二項の 規定 に
より仮 放免さ れた容 疑者を 含む。 次項及 び第五項 にお いて「 被収容 容疑
者」 とい う。） は、法務 省令で 定める ところ により 、主任 審査官 に対し
、自己 を監理 措置に 付するこ とを 請求す ることが できる 。
被収容 容疑者 が十六 歳に満 たない 場合又 は疾病そ の他 の事由 により 自
ら 前項の 請求を する ことがで きない 場合に は、当 該請求 は、次 の各号 に
掲げ る者（ 十六歳 に満たな い者を 除く 。）で あつて当 該被収 容容疑 者と
同 居する ものが 、当該 各号の 順序に より、 当該被収 容容疑 者に 代わつ て

三

二

一

前三 号に 掲げる 者以外の 親族

父又は 母

子

配偶 者

するこ とがで きる。

四

主任審 査官は 、第三項 の請求 によ り又は 職権で、 被収容 容疑者 が逃亡
し 、又は 証拠を 隠滅す るおそ れの程 度その 他の事情 を考 慮し、 当該被 収
容容疑 者を放 免し てこの章 に規定 する退 去強制 の手続 を行う ことが 相当
と 認める ときは 、その者 を放免 して監 理措 置に付す る旨の 決定を するも
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６

のとす る。こ の場合 におい ては、 監理措 置に付さ れる者 に対 し、三 百万
円を 超えな い範 囲内で法 務省令 で定め る額の 保証金 を納付 させ、 かつ、
監理措 置条件 を付す るものと する。
監理措 置決定 （第一 項又は 前項の 決定を いう。以 下この 節及 び第五 十
条 第二項 におい て同 じ。）を する場 合には 、主任 審査官 は、法 務省令 で
定め るとこ ろによ り、被監 理者（ 監理措 置に 付される 者をい う。第 四節
を 除き、 以下同 じ。）に 対し 監理措 置に付 された条 件を記 載した 監理 措
置決定 通知書 を、監 理人に 対しそ の謄本 を、それ ぞれ 交付す るもの とす
る。
第 五項の 決定は 、保証金 の納 付があ つた後 でなけれ ば、執 行する こと

第五 項の決 定は 、入国警 備官が 執行す る。

７

８

主任審 査官は 、第三項 の請求 があ つた場 合におい て監理 措置決 定をし
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がで きない 。

９

な いとき は、当 該請求 をした 者に対 し、理 由を付し た書面 をも つて、 そ
の旨を 通知す る。
被監 理者 に対す る第七十 条の規 定の適 用につ いては 、第一 項又は 第五

（ 監理人 ）

な いもの とみな す。

のそ の間の 在留は 、同条第 二項に 規定 する不 法に在留 するこ とに該 当し

定 する残 留す る者又 は出国し ない者 に該当 しない ものと みなし 、その 者

第三 号から 第三号 の三ま で、第 五号及 び第七 号から 第八号 の四ま でに規

項の規 定によ り監理 措置に 付され ている 間は、被 監理者 は、同 条第 一項

10

監 理人は 、次項 から第 五項ま でに規定 する 監理人 の責務

被 監理者 が次条 第二項 各号の いずれ かに該 当するこ とを知 つた とき

被監 理者 が死亡 したとき 。

一

二

前二号 に掲げ るものの ほか、 監理 措置を 継続する ことに 支障が 生ず

監 理人は 、法 務省令で 定める ところ により 、被監 理者の 生活状 況、前

る 場合と して法 務省令 で定め る場合 に該当 するとき 。

三

。

届け 出な ければ ならない 。

ところ により 、主任 審査官 に対し 、その 旨及び 法務省 令で定 める事 項を

監理 人は、 次の各 号のい ずれか に該当 すると きは、法 務省 令で定 める

援助 を行う ように 努めるも のとす る。

理 者に対 し、住 居の 維持に係 る支援 、必要 な情報 の提供 、助言 その他 の

の遵 守の確 保に資 するた め、当 該被監 理者か らの相談 に応 じ、当 該被監

項若し くは第 五項又 は第四十 四条 の五第 一項の規 定によ り付さ れた条 件

監理 人は、 自己が 監理する 被監理 者によ る出 頭の確保 その他 前条第 一

の把握 並びに 当該被 監理者 に対す る指導 及び監督 を行 うもの とする 。

の 遵守の 確保の ために必 要な 範囲内 におい て、当該 被監理 者の生 活状 況

項若 しくは 第五項 又は第四 十四条 の五第 一項 の規定に より付 された 条件

監理 人は、 自己 が監理す る被監 理者に よる出 頭の確 保その 他前条 第一

置決 定をす る主任 審査官 が選定 するも のとす る。

、その 任務遂 行の能 力を考慮 して適 当と 認められ る者の 中から 、監理 措

を理 解し、 当該 被監理者 の監理 人とな ること を承諾 してい る者で あつて

第四十 四条の 三

２

３

４

５

条 第一項 若しく は第五項 又は第 四十四 条の 五第一項 の規定 により 付され

（新設 ）
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６

７

た条件 の遵守 状況、 同項の 規定に よる許 可を受け て行つ た活 動の状 況そ
の他 法務省 令で 定める事 項を主 任審査 官に対 して届 け出な ければ ならな
い。
主任審 査官は 、監理 人が任 務を遂 行する ことが困 難にな つた ときそ の
他 監理人 にその 任務 を継続さ せるこ とが相 当でな いと認 めると きは、 監
理人 の選定 を取り 消すこと ができ る。
監理 人は、 監理人 を辞任 する場 合は、 あらか じめ、被 監理者 の氏 名そ
の他法 務省令 で定め る事項 を主任 審査官 に届け出 なけ ればな らない 。

主任審 査官は 、次の 各号の いずれか に該 当する ときは 、

（監理 措置決 定の取 消し）

二

一

主任審 査官は 、被監理 者が次 の各 号のい ずれかに 該当す るとき は、法

に 新たに 監理 人として 選定さ れる者 がいな いとき 。

が辞 任した 場合又 は監理 人が死 亡した 場合にお いて 、被監 理者の ため

前 条第六 項の規 定によ り監理 人の選 定が取 り消され た場合 、監 理人

たと き。

て、被 監理者 が、法 務省令 で定め る期限 までに 保証金 を納付 しなか つ

第四 十四条 の二第 一項の 規定に より監 理措置に 付され た場 合にお い

ない 。

法 務省令 で定め ると ころによ り、監 理措置 決定を 取り消 さなけ ればな ら

第四 十四条 の四

２

一

証拠 を隠滅 し、又は 隠滅す ると疑 うに 足りる相 当の理 由があ るとき

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。

務 省令で 定める ところ により 、監理 措置決 定を取り 消す ことが できる 。

二

（新 設）
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３

監理措 置条 件に違反 したと き。

。
三
第 十九条 第一項 の規定に 違反す る活 動を行 つたとき 、次条 第一項 の

第四 十四条 の六の規 定に よる届 出をせ ず、又は 虚偽の 届出を した と

き、 又は収 入を伴 う事業を 運営す る活動 を行つ たとき 。

留 する者 による 活動を 除く。 以下こ の号に おいて 同じ。 ）を行 つたと

規定 による 許可を 受けな いで報 酬を受 ける活動 （在留 資格を もつ て在

四

五
き。
前二 項の規 定によ り監理措 置決定 を取り 消し た場合に は、主 任審査 官
は、監 理措置 決定取 消書を作 成す るとと もに、収 容令書 を発付 し、入 国

第四 十条の 規定 は、前項 の収容 令書に ついて 準用す る。

警備 官にこ れらを 交付し なけれ ばなら ない。
４

主任審 査官は 、第二項 の規定 によ り監理 措置決定 を取り 消した ときは

入国 警備 官は、 第三項の 監理措 置決定 取消書 又は収 容令書 を所持 しな

官が 指定す る場所 に収容 しなけ ればな らない 。

者収容 所等そ の他出 入国在 留管理 庁長官 又はその 委任を 受けた 主任 審査

者に 第三 項の監 理措置決 定取消 書及び 収容令 書を示 して、 その者 を入国

入 国警備 官は、 監理措 置決定 が取り 消され た者が ある場 合には 、その

、 保証金 の全部 又は一 部を没 取する ものと する。

５

６

７

い場 合でも 、急速 を要する ときは 、被 監理者 に対し、 容疑事 実の要 旨及
び 監理措 置が取 り消さ れ、収 容令書 が発付 された旨 を告 げて、 その者 を
収容す ること がで きる。た だし、 当該監 理措置 決定取 消書及 び収容 令書
は 、でき る限り 速やかに 示さな ければ なら ない。
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８

９

主 任審査 官は、 入国警 備官か ら、第 三項の 収容令書 の有 効期間 が経過
した 旨の通 知を 受けたと きは、 再度収 容令書 を発付 し、入 国警備 官に交
付しな ければ ならな い。
第一項 又は第 二項の 規定に より監 理措置 決定を取 り消さ れた 者が当 該
監 理措置 に付さ れる 前に第三 十九条 第三項 又は第 四十三 条第一 項の規 定
によ り収容 された ことがあ る場合 には、 当該 収容の日 数は、 第三項 の収
容 令書に 係る第 四十一条 第一 項の適 用につ いては、 当該収 容令書 によ つ
て既に 収容し た日数 とみな す。

（報酬 を受け る活動 の許可等 ）
主任審 査官は 、被監 理者の 生計を維 持す るため に必要 で

主任 審査官 は、第 一項の 規定に よる許 可をし たとき は、法 務省令 で定

及び 当該許 可に付 された条 件を記 載す るもの とする。

る ところ によ り、第 四十四条 の二第 六項の 監理措 置決定 通知書 にその 旨

主任審 査官は 、前項 の規定 による 許可を したと きは、 法務省 令で定 め

に必要 な条件 を付す ること ができ る。

を許 可す ること ができる 。この 場合に おいて 、主任 審査官 は、当 該許可

契約に 基づい て行う 報酬を 受ける 活動と して相 当であ るもの を行う こと

監 理の下 に、主 任審査 官が指 定する 本邦の 公私の機 関との 雇用 に関す る

のに 限る。 ）によ り、その 生計の 維持 に必要 な範囲内 で、監 理人に よる

あ つて、 相当と 認め るときは 、被監 理者の 申請（ 監理人 の同意 がある も

第四 十四条 の五

２

３

めると ころに より 、監理人 に対し 、当該 許可を した旨 及び当 該許可 に付
さ れた条 件を通 知するも のとす る。

（新 設）
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４

主 任審査 官は、 被監理 者が第 一項の 規定に 基づき付 され た条件 に違反
した 場合そ の他 当該被監 理者に 引き続 き同項 の規定 による 許可を 与えて
おくこ とが適 当でな いと認め る場合 には 、法務省 令で定 めると ころに よ
り、 当該許 可を取 り消す ことが できる 。

被監 理者は 、法務 省令で 定める ところに より、 第四 十四

（被 監理者 による 届出）
第 四十四 条の六
条の二 第一項 又は第 五項の 規定に より付 された条 件の 遵守状 況、前 条第
一項 の規 定によ る許可を 受けて 行つた 活動の 状況そ の他法 務省令 で定め
る事項 を主任 審査官 に対して 届け 出なけ ればなら ない。

入国警備 官は、 第四 十四条 の二第一 項又は 第五項 の規定

（ 違反事 件の引 継ぎ ）
第四 十四条 の七

に より容 疑者を 監理措 置に付 する旨 の決定 がされた とき（ 第四 十四条 の
規定に よる容 疑者の 引渡し がされ たとき を除く 。）は 、速や かに違 反調
査を 終え 、調書 及び証拠 物とと もに、 当該容 疑者に 係る違 反事件 を入国
審査官 に引き 継がな ければ ならな い。

監理措置 決定は 、次 の各号 のいずれ かに該 当する ことと

（ 監理措 置決 定の失 効）
第四 十四条 の八

な つたと きは、 その効 力を失 う。こ の場合 において は、 主任審 査官は 、

入国 審査官 が第四十 七条第 一項の 認定 をしたと き。

被監理 者及び 監理 人に対し 、その 旨を通 知しな ければ ならな い。
一

（ 新設）

（新 設）

（新 設）
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三

二
法務大 臣が 第四十九 条第三 項の裁 決（第 二十四 条各号 のいず れにも

特 別審理 官が第 四十八 条第六 項の判 定をし たとき。

該当し ないこ とを理由 として 異議の 申出 が理由が あると する裁 決に限

法務 大臣が 第五 十条第一 項の規 定によ る許可 をした とき。

る。 ）をし たとき 。
四
主任審 査官が 第五十五 条の八 十五第 一項 の規定に よる出 国命令 をし

主 任審査 官が退 去強制 令書を 発付し たとき 。

た とき。

五

六

（事実 の調査 ）
主任審 査官は 、監理 措置決 定、第四 十四 条の四 第一項 若

入国 審査官 又は入 国警備官 は、第 一項 及び第 二項の調 査につ いて、 公

できる 。

、 関係人 に対し 出頭を 求め、 質問を し、又 は文書の 提示 を求め ること が

入国審 査官又 は入国警 備官は 、前 二項の 調査のた め必要 がある ときは

国 警備官 に事 実の調 査をさせ ること ができ る。

規定 により 届け出 ること とされ ている 事項に ついて 、入国 審査官 又は入

るとき は、第 四十四 条の三 第四項 若しく は第五項 又は第 四十四 条の 六の

主任 審査官 は、被 監理者に 関する 情報の 継続 的な把握 のため 必要が あ

の調査 をさせ ること ができ る。

処 分を行 うため 必要が ある場 合には 、入国 審査官又 は入国 警備 官に事 実

項の 規定に よる許 可又は同 条第四 項の 規定に よる許可 の取消 しに関 する

し くは第 二項の 規定 による監 理措置 決定の 取消し 、第四 十四条 の五第 一

第四 十四条 の九

２

３

４

（新 設）
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務所又 は公私 の団体 に照会 して必 要な事 項の報告 を求め るこ とがで きる
。

（入 国審査 官の審 査）

（入 国審査 官の審 査）

入国審 査官は、 前条の 規定に より容 疑者の 引渡し を受け たと

きは 、容疑 者が退 去強制対 象者 （第二 十四条 各号のい ずれか に該当 し、

第 四十五 条

第四 十四条 の七の 規定によ る違反 事件の 引継 ぎを受け たとき は、容 疑者

か つ、出 国命令 対象者 に該当 しない 外国人 をいう。 以下 同じ。 ）に該 当

入 国審 査官は、 第四十 四条の 規定に よる容 疑者の 引渡し 又は

が 退去強 制対象 者（第二 十四 条各号 のいず れかに該 当し、 かつ、 出国 命

入国 審査官 は、審 査の結 果、容 疑者が第 二十四 条各号 のい ず

（ 審査 後の手 続）

（ 略）

するか どうか を速 やかに審 査しな ければ ならな い。

を速 やか に審査 しなけれ ばなら ない。
（ 略）

２

令対象 者に該 当しな い外国 人をい う。以 下同じ。 ）に 該当す るかど うか

第 四十五 条

２

（ 審査後 の手続 ）

第四 十七条

れ にも該 当しな いと認 定した ときは 、直ち にその 者を放 免しな ければ な

入国 審査官は 、審査 の結 果、容 疑者が第 二十四 条各号 のいず

れ にも該 当しな いと認 定した ときは 、その 者が被監 理者で ある ときを 除

らない 。

入国 審査官 は、審 査の結果 、容 疑者が 出国命 令対象者 に該当 すると 認

定した ときは 、速や かに主 任審査 官にそ の旨を 知らせな けれ ばなら ない

２

定した ときは 、速や かに主 任審査 官にそ の旨を知 らせな ければ なら ない

。こ の場合 にお いて、入 国審査 官は、 当該容 疑者が 第五十 五条の 三第一

入国 審査官 は、審 査の結果 、容疑 者が出 国命 令対象者 に該当 すると 認

き、直 ちにそ の者を 放免し なけれ ばなら ない。

第四 十七条

２

。こ の場合 におい て、入 国審査 官は、 当該容 疑者が 第五十 五条の 八十五

項の規 定によ り出国 命令を受 けたと きは 、直ち にその者 を放免 しなけ れ

（略 ）

第 一項の 規定 により 出国命令 を受け たとき は、そ の者が 被監理 者であ る

３

前項の 通知を する場 合には、 入国審 査官 は、当該 容疑者 に対し 、第四

ばな らない 。

（略 ）

４

とき を除き 、直ち にその者 を放免 しな ければ ならない 。
３

前 項の規 定に よる通知 をする 場合に は、入 国審査 官は、 当該容 疑者に

十 八条の 規定に よる口頭 審理 の請求 をする ことがで きる旨 を知ら せな け

４

対 し、次 条の規 定による 口頭審 理の請 求を すること ができ る旨及 び第五
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５

十条第 一項の 規定に よる許 可の申 請をす ることが できる 旨を 知らせ なけ
れば ならな い。

ればな らない 。

第 三項の 場合に おいて 、容疑 者がそ の認定 に服した ときは 、主 任審査

官は 、その 者に対 し、口 頭審理 の請求 をしな い旨を 記載し た文書 に署名

５

官は 、その 者に対 し、口 頭審理 の請求 をしな い旨を記 載した 文書 に署名

さ せ、速 やか に第五 十一条の 規定に よる退 去強制 令書を 発付し なけれ ば

第 三項の 場合に おいて、 容疑者 がそ の認定 に服した ときは 、主任 審査

さ せなけ ればな らな い。この 場合に おいて 、主任 審査官 は、当 該容疑 者

なら ない。

２～５

（ 略）
（略 ）

第 四十八 条

（口頭 審理 ）

（新設 ）

（新 設）

（新 設）

が次 の各号 のいず れかに該 当する ときは 、速 やかに第 五十一 条の規 定に

第五 十条第 一項 の規定に よる許 可の申 請を取 り下げ 、又は 当該許 可

る許 可の申 請をし なかつ たとき 。

第 三項の 認定に 服した日 から 三日以 内に第五 十条第 一項の 規定に よ

に署 名し たとき 。

第 五十条 第一項 の規定 による 許可の 申請をし ない 旨を記 載した 文書

よ る退去 強制令 書を発付 しな ければ ならな い。
一

二

三
をし ない処 分を受 けたとき 。

（ 略）

（口頭 審理）
第四 十八 条
（略 ）

特別審 理官 は、口 頭審理の 結果、 前条第 三項の 認定が 事実に 相違す る

と判定 したと き（容 疑者が第 二十四 条各 号のい ずれにも 該当し ないこ と

６

と 判定し たと き（容 疑者が第 二十四 条各号 のいず れにも 該当し ないこ と

を理 由とす る場合 に限る 。）は 、直ち にその 者を放免 しなけ れば ならな

と 判定し たとき （容疑者 が出 国命令 対象者 に該当す ること を理由 とす る

特別審 理官は 、口頭 審理の結 果、前 条第 三項の認 定が事 実に相 違する

を理 由とす る場合 に限る。 ）は、 その 者が被 監理者で あると きを除 き、

７

い。

特 別審理 官は 、口頭審 理の結 果、前 条第三 項の認 定が事 実に相 違する

直 ちにそ の者を 放免し なけれ ばなら ない。

特別審 理官は 、口頭 審理の 結果、 前条第 三項の 認定が 事実に 相違す る

２～５
６

７

と 判定し たとき （容疑者 が出国 命令対 象者 に該当す ること を理由 とする
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ある ときを 除き、 直ちに その者 を放免 しなけ ればなら ない。

十五第 一項の 規定に より出国 命令を 受け たときは 、その 者が被 監理者 で

ない 。この 場合 において 、特別 審理官 は、当 該容疑 者が第 五十五 条の八

場合に 限る。 ）は、 速やか に主任 審査官 にその旨 を知ら せな ければ なら

けれ ばなら ない。

第一項 の規定 により 出国命 令を受 けたと きは、 直ちにそ の者を 放免 しな

な い。こ の場合 において 、特別 審理官 は、 当該容疑 者が第 五十五 条の三

場合に 限る。 ）は、 速やか に主任 審査官 にその 旨を知 らせな ければ なら

特別 審理 官は、 口頭審理 の結果 、前条 第三項 の認定 が誤り がない と判

定し たとき は、速 やかに主 任審 査官及 び当該 容疑者に その旨 を知ら せる

８

定し たとき は、速 やかに主 任審査 官及び 当該 容疑者に その旨 を知ら せる

と ともに 、当該 容疑者 に対し 、第四 十九条 の規定に より 異議を 申し出 る

特別 審理官 は、 口頭審理 の結果 、前条 第三項 の認定 が誤り がない と判

と ともに 、当該 容疑者に 対し 、次条 の規定 により異 議を申 し出る こと が

ことが できる 旨を 知らせな ければ ならな い。

前 項の通 知を受 けた場 合にお いて、 当該容 疑者が同 項の 判定に 服した

できる 旨及び 第五十 条第一 項の規 定によ る許可の 申請 をする ことが でき
る旨 を知 らせな ければな らない 。
９

とき は、主 任審査 官は、 その者 に対し 、異議 を申し 出ない 旨を記 載した

前 項の規 定によ る通知を 受け た場合 におい て、当該 容疑者 が同項 の判
定に 服した ときは 、主任 審査官 は、そ の者に 対し、異 議を 申し出 ない旨

文 書に 署名さ せ、速 やかに第 五十一 条の規 定に よる退去 強制令 書を発 付

４

（略 ）
（略）

い ずれに も該当 しないこ とを 理由と するも のに限る 。）が 理由が ある と

主任審 査官は 、法務 大臣から 異議の 申出 （容疑者 が第二 十四条 各号の

２ ・３

第四 十九条

（異議 の申出 ）

（新設 ）

しな ければ ならな い。

を 記載し た文書 に署 名させな ければ ならな い。

前 条第五 項後段 の規定 は、第 八項の 判定に 服した容 疑者に 対す る退去

（略 ）

（略）

主 任審査 官は 、法務大 臣から 異議の 申出（ 容疑者 が第二 十四条 各号の
い ずれに も該当 しないこ とを理 由とす るも のに限る 。）が 理由が あると
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８

９

４

２ ・３

第四 十九条

（ 異議の 申出 ）

ものと する。

号中 「第 三項の 認定」と あるの は、「 次条第 八項の 判定」 と読み 替える

強制令 書の発 付につ いて準 用する 。この 場合に おいて 、同条 第五項 第二

10

５

６

７

、直 ちに当 該容 疑者を放 免しな ければ ならな い。

裁決し た旨の 通知を 受けた ときは 、その 者が被監 理者で ある ときを 除き
な らない 。

裁決し た旨の 通知を 受けた ときは 、直ち に当該 容疑者 を放免 しなけ れば

該当 するこ とを理 由とす るもの に限る 。）が 理由があ ると裁 決し た旨の

通 知を受 けた 場合に おいて、 当該容 疑者に 対し第 五十五 条の三 第一項 の

該当 するこ とを理 由とす るもの に限る 。）が 理由が あると 裁決し た旨の

主 任審査 官は、 法務大 臣から 異議の 申出（ 容疑者が 出国命 令対 象者に

通 知を受 けた場 合に おいて、 当該容 疑者に 対し第 五十五 条の八 十五第 一

規定 により 出国命 令をした とき は、直 ちにそ の者を放 免しな ければ なら

５

項の 規定に より出 国命令を したと きは、 その 者が被監 理者で あると きを

な い。

主 任審査 官は、 法務大臣 から異 議の 申出（ 容疑者が 出国命 令対象 者に

除 き、直 ちにそ の者を放 免し なけれ ばなら ない。

主 任審査 官は 、法務 大臣から 異議の 申出が 理由が ないと 裁決し た旨の

通 知を受 けたと きは、速 やかに 当該容 疑者 に対し、 その旨 を知ら せると

６

通知 を受 けたと きは、速 やかに 当該容 疑者に 対し、 その旨 及び次 条第一

ともに 、第五 十一条 の規定 による 退去強 制令書 を発付し なけ ればな らな

主 任審査 官は、 法務大 臣から 異議の 申出が 理由が ないと 裁決し た旨の

項の規 定によ る許可 の申請を する ことが できる旨 を知ら せなけ ればな ら

い。

（ 新設）

（ 新設 ）

ない 。
第四 十七条 第五 項後段の 規定は 、前項 の規定 による 通知を 受けた 容疑
者に 対する 退去強 制令書の 発付に つい て準用 する。こ の場合 におい て、
同 条第五 項第二 号中「 第三項 の認定 に服し た」とあ るのは 、「 第四十 九

在留特別 許可

条第六 項の規 定によ る通知 を受け た」と 読み替 えるも のとす る。

第三節 の二

法務大 臣は、 前条第 三項の 裁決に 当たつて 、異議 の申 出が理 由

（ 法務大 臣の 裁決の 特例）
第五 十条

が ないと 認める 場合 でも、当 該容疑 者が次 の各号 のいず れかに 該当す る

法務大 臣は、外 国人が 退去 強制対 象者に該 当する 場合で あつて

も 、次の 各号の いずれ かに該 当する ときは 、当該外 国人 からの 申請に よ

とき は、そ の者の 在留を特 別に許 可する こと ができる 。

第五 十条

り又は 職権で 、法 務省令で 定める ところ により 、当該 外国人 の在留 を特

一

永 住許可 を受け ていると き。

別 に許可 するこ とができ る。た だし、 当該 外国人が 無期若 しくは 一年を
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２

３

４

超える 懲役若 しくは 禁錮に 処せら れた者 （刑の全 部の執 行猶 予の言 渡し

二

人身 取引等 によ り他人の 支配下 に置か れて本 邦に在 留する もので あ

かつて 日本国 民とし て本邦 に本籍 を有し たことが あると き。

その 他法務 大臣が 特別に 在留を 許可す べき事情 がある と認め ると き

ると き。

。

前 項の 場合に は、法 務大臣は 、法務 省令で 定める ところ により 、在留

理由 があ る旨の 裁決とみ なす。

第 一項の 許可は 、前条第 四項の 規定の 適用 について は、異 議の申 出が

ド を交付 させる ものとす る。

出入国 在留管 理庁長 官は、 入国審 査官に 、当該 外国人 に対し 、在留 カー

る 。）を する場 合に おいて、 当該外 国人が 中長期 在留者 となる ときは 、

法務大 臣が第 一項の 規定によ る許可 （在 留資格の 決定を 伴うも のに限

きる。

資 格及び 在留期 間を決 定し、 その他 必要と 認める条 件を 付する ことが で

四

三

永 住許可 を受け ている とき。

４

３

２

を受 けた者 及び 刑の一部 の執行 猶予の 言渡し を受け た者で あつて その刑
のうち 執行が 猶予さ れなかつ た部分 の期 間が一年 以下の ものを 除く。 ）
又は 第二十 四条第 三号の 二、第 三号の 三若し くは第四 号ハ若 しく はオか
ら ヨまで のいず れか に該当す る者で ある場 合は、 本邦へ の在留 を許可 し
ない ことが 人道上 の配慮に 欠ける と認め られ る特別の 事情が あると 認め

一
かつ て日本 国民とし て本邦 に本籍 を有し たこと がある とき。

る ときに 限る。

二

人 身取引 等によ り他人の 支配 下に置 かれて 本邦に在 留する もので あ

その 他法務 大臣が 特別に 在留を 許可す べき事情 がある と認 めると き

する 補完的 保護対 象者の認 定を受 けて いるとき 。

第六 十一条 の二 第一項に 規定す る難民 の認定 又は同 条第二 項に規 定

ると き。

三

四

五
。

前項 の規定 による 許可（以 下この 条にお いて 「在留特 別許可 」とい う
。）の 申請は 、収容 令書に より収 容され た外国人 又は監 理措置 決定 を受
けた 外国人 が、法 務省令 で定め る手続 により 、法務 大臣に 対して 行うも
の とする 。
在留特 別許可 の申請は 、当該 外国 人に対 して退去 強制令 書が発 付され
た 後は、 するこ とがで きない 。
在 留特別 許可 は、当該 外国人 が第四 十七条 第三項 の認定 若しく は第四
十 八条第 八項の 判定に服 し、又 は法務 大臣 が前条第 三項の 規定に より異
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５

議の申 出が理 由がな いと裁 決した 後でな ければす ること がで きない 。
法務大 臣は 、在留 特別許可 をする かどう かの判 断に当 たつて は、当 該
外国人 につい て、在 留を希望 する理 由、 家族関係 、素行 、本邦 に入国 す
るこ ととな つた経 緯、本 邦に在 留して いる期 間、その 間の法 的地 位、退
去 強制の 理由と なつ た事実及 び人道 上の配 慮の必 要性を 考慮す るほか 、
内外 の諸情 勢及び 本邦にお ける不 法滞在 者に 与える影 響その 他の事 情を
考 慮する ものと する。
法 務大臣 は、在 留特別 許可を する場 合には 、法務 省令で 定める ところ
によ り、 在留資 格及び在 留期間 を決定 し、そ の他必 要と認 める条 件を付
するこ とがで きる。
法務大 臣が在 留特別 許可（ 在留資 格の決 定を伴う もの に限る 。）を す
る 場合に おいて 、当 該外国人 が中長 期在留 者とな るとき は、出 入国在 留
管理 庁長官 は、入 国審査官 に、当 該外 国人に 対し、在 留カー ドを交 付さ
せ るもの とする 。
法 務大臣 は、在 留特別 許可を するか どうか の判断 をした ときは 、その
結果 を主 任審査 官に通知 しなけ ればな らない 。
主 任審査 官は、 法務大 臣から 在留特 別許可 をする旨 の通知 を受 けたと
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６

７

８

９

きは 、その 者が被 監理者 である ときを 除き、 直ちに 当該外 国人を 放免し
な ければ なら ない。
法務 大臣は 、在留 特別許可 の申請 があ つた場 合におい て在留 特別許 可

れ ばなら ない。

由を付 した書 面を もつて、 当該申 請をし た外国 人にそ の旨を 知らせ なけ

を しない 処分を すると きは、 法務省 令で定 める手続 によ り、速 やかに 理

10

（退 去強制 令書 の方式）

（ 退去強 制令書 の方式 ）

六項 の規定 により 、又は 第六十 三条第 一項の 規定に 基づく 退去強 制の手

第四十 七条第 五項、 第四十 八条第 九項若し くは第 四十 九条第

七項 におい て準用 する場 合を含 む。以 下この 条におい て同じ 。） の規定

続 におい て発 付され る退去強 制令書 には、 退去強 制を受 ける者 の氏名 、

第五十 一条

に より又 は第六 十三 条第一項 の規定 に基づ く退去 強制の 手続に おいて 第

年齢 及び国 籍、退 去強制の 理由 、送還 先、発 付年月日 その他 法務省 令で

第四十 七条第五 項後段 （第 四十八 条第十項 及び第 四十九 条第

四十 七条第 五項後 段の規定 に準じ て発付 され る退去強 制令書 には、 退去

定 める事 項を記 載し、 かつ、 主任審 査官が これに記 名押 印しな ければ な

第五十 一条

強 制を受 ける者 の氏名、 年齢 及び国 籍、退 去強制の 理由、 送還先 、発 付

らない 。

第 五十 二条

（略）

（退 去強制 令書の 執行 ）

年月日 その他 法務省 令で定 める事 項を記 載し、か つ、 主任審 査官が これ
に記 名押 印しな ければな らない 。

（退 去強制 令書の 執行）
（ 略）

（略）

第 五十二 条

２

上保安 官を 含む。 以下この 条にお いて同 じ。） は、退 去強制 令書を 執行

（略）

上保安 官を含 む。以 下この 条及び 第五十 五条の 二第五 項にお いて同 じ。

す るとき は、退 去強制を 受ける 者に 退去強 制令書又 はその 写しを 示して

２

）は 、退 去強制 令書を執 行する ときは 、退去 強制を 受ける 者に退 去強制

、速や かにそ の者を 次条に 規定す る送還 先に送 還しなけ れば ならな い。

入国 警備官 （前項 の規定 により 退去強 制令書 を執行 する警 察官又 は海

令書又 はその 写しを 示して 、速や かにそ の者を第 五十三 条に規 定す る送

ただ し、第 五十 九条の規 定によ り運送 業者が 送還す る場合 には、 入国警

３

還先 に送還 しなけ ればな らない 。ただ し、第 五十九 条の規 定によ り運送

備官は 、当該 運送業 者に引き 渡すも のと する。

入国 警備官 （前項 の規定 により 退去強 制令書 を執行す る警 察官又 は海

業 者が送 還す る場合 には、入 国警備 官は、 当該運 送業者 に引き 渡すも の
とす る。

前項 の場合 にお いて、退 去強制 令書の 発付を 受けた 者が、 自らの 負担

によ り、自 ら本邦 を退去し ようと すると きは 、入国者 収容所 長又は 主任

前項 の場合 におい て、退 去強制 令書の 発付を 受けた 者が、 自らの 負担
により 、自ら 本邦 を退去し ようと すると きは、 入国者 収容所 長又は 主任

審 査官は 、その 者の申請 に基 づき、 これを 許可する ことが できる 。こ の

４

３

４

審 査官は 、その 者の申請 に基づ き、こ れを 許可する ことが できる 。この
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５

６

７

８

場合に おいて は、退 去強制 令書の 記載及 び第五十 三条の 規定 にかか わら

該 申請に 基づき 、その者 の送還 先を定 める ことがで きる。

場合に おいて は、退 去強制 令書の 記載及 び次条 の規定 にかか わらず 、当

入 国警 備官は 、第三 項本文の 場合に おいて 、退去 強制を 受ける 者を直

（ 新設 ）

（新設 ）

ず、 当該申 請に 基づき、 その者 の送還 先を定 めるこ とがで きる。
法 務大臣 は、前 項の規定 による 許可 を受け た者（過 去に本 邦から の退
去を 強制さ れたこ と又は 第五十 五条の 八十五 第一項の 規定に よる 出国命
令 により 出国し たこ とがない 者に限 る。） に対し 、その 者の素 行、退 去
強制 の理由 となつ た事実そ の他の 事情を 考慮 して相当 と認め るとき は、
そ の者の 申請に 基づき、 法務 省令で 定める 日までに 前項の 規定に よる 許
可に基 づいて 自ら本 邦を退 去する 場合に 限り、そ の者 の退去 後の本 邦へ
の上 陸に ついて 、別表第 一の三 の表の 短期滞 在の項 の下欄 に掲げ る活動
を行お うとす る場合 を除き、 その 者が退 去を強制 された ことを 理由と し
て上 陸を拒 否され る期間 を一年 とする 旨の決 定をする こと ができ る。
法務 大臣は 、前 項の決定 をした ときは 、法務 省令で 定める ところ によ
り、 第四項 の規定 による許 可を受 けた 者に対 し、その 旨を書 面で通 知す
る ものと する。
５

ち に本邦 外に送 還するこ とがで きな いとき は、送還 可能の ときま で、そ

入 国警備 官は、 第三項 本文の 場合に おいて 、退去 強制を 受ける 者を直
ちに 本邦 外に送 還するこ とがで きない ときは 、その 旨を主 任審査 官に通

の者を 入国者 収容所 、収容 場その 他出入 国在留 管理庁長 官又 はその 委任

（新設 ）

を受 けた主 任審査 官が指 定する 場所に 収容す ること ができ る。

知する ものと する。

前項 の規 定によ る通知を 受けた 主任審 査官は 、次条 第一項 の規定 によ
り退 去強制 を受け る者を監 理措置 に付 する旨 の決定を した場 合を除 き、
送 還可能 のとき まで、 退去強 制を受 ける者 を入国者 収容 所等そ の他出 入
国在留 管理庁 長官 又はその 委任を 受けた 主任審 査官が 指定す る場所 に収
容 するこ とがで きる旨を 入国警 備官に 通知 するもの とする 。
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９

前 項の規 定によ る通知 を受け た入国 警備官 は、送還 可能 のとき まで、
退去 強制を 受け る者を入 国者収 容所等 その他 出入国 在留管 理庁長 官又は
その委 任を受 けた主 任審査官 が指定 する 場所に収 容する ものと する。

（新設 ）

入国 者収容 所長又 は主任 審査官 は、前 項の場 合にお いて、 退去強 制を

受 ける者 を送 還する ことがで きない ことが 明らか になつ たとき は、住 居

６

し くは第 六項本 文の 規定によ る収容 をした 場合に おいて 、退去 強制を 受

及び 行動範 囲の制 限、呼出 に対 する出 頭の義 務その他 必要と 認める 条件

入国 者収容 所長又 は主任 審査官 は、前 項又は 第五十二 条の四 第五 項若

ける 者を送 還する ことがで きない ことが 明ら かになつ たとき は、住 居及

を 附して 、その 者を放 免する ことが できる 。

（略）

（新 設）

７

（新 設）

（ 新設）

（ 新設 ）

び 行動範 囲の制 限、呼出 しに 対する 出頭の 義務その 他必要 と認め る条 件
を付し て、そ の者を 放免す ること ができ る。
入国 者収 容所長 又は主任 審査官 は、前 項の規 定によ る放免 をする 場合

には、 法務省 令で定 めるとこ ろに より、 当該放免 をする 者に対 し、同 項
の規 定によ り付さ れた条 件を記 載した 特別放 免許可書 を交 付する ものと
す る。
主任 審査官 は、退 去強制令 書の発 付を 受けた 者を送還 するた めに必 要

が ある場 合には 、その 者に対 し、相 当の期 間を定め て、旅 券の 発給の 申
請その 他送還 するた めに必 要な行 為とし て法務 省令で 定める 行為を すべ
きこ とを 命ずる ことがで きる。
主任審 査官は 、必要が ある 場合に は、相 当の期間 を定め て、前 項の 規

定に より定 められ た期間 を延長 するこ とがで きる。
（ 略）

前条第七 項の規 定によ る通知 を受け た主任 審査官 は、退

（ 収容に 代わる 監理措 置）
第五十 二条の 二

去 強制を 受ける 者（収容 されて いる者 又は 仮放免さ れてい る者を 除く。
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10
11
12
13
14

２

３

４

５

）が逃 亡し、 又は不 法就労 活動を するお それの程 度その 他の 事情を 考慮
し、 送還可 能の ときまで その者 を収容 しない ことが 相当と 認める ときは
、法務 省令で 定める 期限まで に三百 万円 を超えな い範囲 内で法 務省令 で
定め る額の 保証金 を納付 するこ とを条 件とし て、その 者を監 理措 置（次
条 に規定 する監 理人 による監 理に付 する措 置をい う。以 下この 節にお い
て同 じ。） に付す る旨の決 定をす るもの とす る。この 場合に おいて は、
監 理措置 に付さ れる者に 対し 、住居 及び行 動範囲の 制限、 呼出し に対 す
る出頭 の義務 その他 逃亡及 び不法 就労活 動を防止 する ために 必要と 認め
る条 件（ 第四項 及び第五 十二条 の四第 二項第 四号に おいて 「監理 措置条
件」と いう。 ）を付 するもの とす る。
主任審 査官は 、前項 の決定 をした ときは 、入国警 備官 に対し 、その 旨
を 通知す るもの とす る。
退去強 制を受 ける者（ 収容さ れて いる者 又は仮放 免され ている 者に限
る 。次項 におい て同じ 。）は 、法務 省令で 定めると ころに より 、主任 審
査官に 対し、 自己を 監理措 置に付 するこ とを請 求する ことが できる 。
主任 審査官 は、前 項の請求 により 又は職 権で 、退去強 制を受 ける者 が
逃亡し 、又は 不法就 労活動 をする おそれ の程度そ の他の 事情を 考慮 し、
送還 可能の ときま でその 者を放 免する ことが 相当と 認める ときは 、その
者 を放免 して 監理措 置に付す る旨の 決定を するも のとす る。こ の場合 に
おい ては、 監理措 置に付さ れる者 に対 し、三 百万円を 超えな い範囲 内で
法 務省令 で定め る額の 保証金 を納付 させ、 かつ、監 理措 置条件 を付す る
ものと する。
監理 措置決 定（第 一項又は 前項の 決定 をいう 。以下こ の節に おいて 同
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６

７

じ。） をする 場合に は、主 任審査 官は、 法務省令 で定め ると ころに より
、被 監理者 （監 理措置に 付され る者を いう。 以下こ の節に おいて 同じ。
）に対 し監理 措置に 付された 条件を 記載 した監理 措置決 定通知 書を、 監
理人 に対し その謄 本を、 それぞ れ交付 するも のとする 。
第四 十四条 の二 第四項の 規定は 第三項 の請求 につい て、同 条第七 項か
ら第 九項ま での規 定は第四 項の決 定につ いて 、それぞ れ準用 する。
被監 理者に 対する 第七十 条の規 定の適 用につ いては、 第一項 又は 第四
項の規 定によ り監理 措置に 付され ている 間は、被 監理 者は、 同条第 一項
第三 号か ら第三 号の三ま で、第 五号及 び第七 号から 第八号 の四ま でに規
定する 残留す る者又 は出国し ない 者に該 当しない ものと みなし 、その 者
のそ の間の 在留は 、同条 第二項 に規定 する不 法に在留 する ことに 該当し
な いもの とみな す。

（ 監理人 ）
監 理人は 、次項 から第 五項ま でに規 定する 監理人 の責務

監理 人は、 自己が 監理する 被監理 者に よる出 頭の確保 その他 前条第 一

する指 導及び 監督 を行うも のとす る。

囲 内にお いて、 当該被 監理者 の生活 状況の 把握並び に当 該被監 理者に 対

項又 は第四 項の規 定により 付され た条 件の遵 守の確保 のため に必要 な範

監理 人は 、自己 が監理す る被監 理者に よる出 頭の確 保その 他前条 第一

置決 定をす る主任 審査官 が選定 するも のとす る。

、その 任務遂 行の能 力を考 慮して 適当と 認められ る者の 中から 、監 理措

を理 解し 、当該 被監理者 の監理 人とな ること を承諾 してい る者で あつて

第五十 二条の 三

２

３

（新設 ）
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４

５

６

項又は 第四項 の規定 により 付され た条件 の遵守の 確保に 資す るため 、当
該被 監理者 から の相談に 応じ、 当該被 監理者 に対し 、住居 の維持 に係る
支援、 必要な 情報の 提供、助 言その 他の 援助を行 うよう に努め るもの と
する 。
監理 人は、 次の 各号のい ずれか に該当 すると きは、 法務省 令で定 める
とこ ろによ り、主 任審査官 に対し 、その 旨及 び法務省 令で定 める事 項を
届 け出な ければ ならない 。
被 監理者 が次条 第二項 第二号 から第 五号ま でのい ずれか に該当 する

被 監理者 が死亡 したとき 。

一

二

前二号 に掲げ るもの のほか 、監理 措置を 継続する こと に支障 が生ず

こと を知 つたと き。

三

る 場合と して法 務省令 で定め る場合 に該当 すると き。
監理人 は、法 務省令で 定める とこ ろによ り、被監 理者の 生活状 況、前
条 第一項 又は第 四項の 規定に より付 された 条件の遵 守状況 その 他法務 省
令で定 める事 項を主 任審査 官に対 して届 け出な ければ ならな い。
第四 十四条 の三第 六項の規 定は監 理人の 選定 の取消し につい て、同 条
第七項 の規定 は監理 人の辞 任につ いて、 それぞれ 準用す る。

主任審査 官は、 次の 各号の いずれか に該当 すると きは、

（ 監理措 置決 定の取 消し）
第五 十二条 の四

法 務省令 で定め るとこ ろによ り、監 理措置 決定を取 り消 さなけ ればな ら

第五 十二条 の二第一 項の規 定によ り監 理措置に 付され た場合 におい

ない。
一

（新 設）
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２

３

４

５

二

て、被 監理者 が、法 務省令 で定め る期限 までに保 証金を 納付 しなか つ
たと き。
前 条第六 項にお いて準用 する第 四十 四条の三 第六項 の規定 により 監
理人 の選定 が取り 消され た場合 、監理 人が辞任 した場 合又は 監理 人が
死 亡した 場合に おいて 、被監 理者の ために 新たに 監理人 として 選定さ
れる 者がい ないと き。
主任 審査官 は、被 監理者 が次の 各号の いずれ かに該当 する場 合は 、法

二

一

収入を 伴う事 業を運 営する 活動若 しくは 報酬を受 ける 活動を 行い、

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。

送還 を実施 するため に被監 理者を 収容す る必要 が生じ たとき 。

務省令 で定め るとこ ろによ り、監 理措置 決定を取 り消 すこと ができ る。

三

四

次条 の規定 による 届出を せず、 又は虚 偽の届出 をした とき 。

監理措 置条件 に違反し たとき 。

又 はこれ らの活 動を行 うと疑 うに足 りる相 当の理 由があ るとき 。

五

前 二項の 規定に より監 理措置 決定を 取り消 した場 合には 、主任 審査官
は、 監理 措置決 定取消書 を作成 し、こ れを退 去強制 令書と ともに 、入国
警備官 に交付 しなけ ればな らない 。
主任審 査官は 、第二 項の規 定によ り監理 措置決 定を取 り消し たとき （
同 項第一 号に 該当し た場合（ 同項第 二号か ら第五 号まで のいず れかに 該
当し た場合 を除く 。）を除 く。） は、 保証金 の全部又 は一部 を没取 する
も のとす る。
入 国警備 官は 、監理措 置決定 が取り 消され た者が ある場 合には 、その
者 に第三 項の監 理措置決 定取消 書及び 退去 強制令書 を示し て、そ の者を
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６

入国者 収容所 等その 他出入 国在留 管理庁 長官又は その委 任を 受けた 主任
審査 官が指 定す る場所に 収容し なけれ ばなら ない。
入 国警備 官は、 第三項の 監理措 置決 定取消 書又は退 去強制 令書を 所持
しな い場合 でも、 急速を 要する ときは 、被監 理者に対 し、監 理措 置が取
り 消され た旨を 告げ て、その 者を収 容する ことが できる 。ただ し、当 該
監理 措置決 定取消 書及び退 去強制 令書は 、で きる限り 速やか に示さ なけ
れ ばなら ない。

被 監理者は 、法 務省令 で定め るところ により 、第五 十二

（被 監理 者によ る届出）
第五十 二条の 五

条の 二第一 項又は 第四項 の規定 により 付され た条件の 遵守 状況そ の他法
務 省令で 定める 事項 を主任審 査官に 対して 届け出 なけれ ばなら ない。

監 理措置 決定は 、被監 理者に 対する 退去強 制令書 が効力

（ 監理措 置決定 の失効 ）
第五十 二条の 六
を失 つた ときは 、その効 力を失 う。

（事 実の調 査）
主 任審査官 は、監 理措置 決定又 は第五 十二条 の四第 一項

主任 審査官 は、被 監理者に 関する 情報 の継続 的な把握 のため 必要が あ

せるこ とがで きる 。

た め必要 がある 場合に は、入 国審査 官又は 入国警備 官に 事実の 調査を さ

若し くは第 二項の 規定によ る監理 措置 決定の 取消しに 関する 処分を 行う

第 五十二 条の 七

２

（新設 ）

（新設 ）

（新設 ）
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３

４

るとき は、第 五十二 条の三 第四項 若しく は第五項 又は第 五十 二条の 五の
規定 により 届け 出ること とされ ている 事項に ついて 、入国 審査官 又は入
国警備 官に事 実の調 査をさせ ること がで きる。
入国審 査官又 は入国 警備官 は、前 二項の 調査のた め必要 があ るとき は
、 関係人 に対し 出頭 を求め、 質問を し、又 は文書 の提示 を求め ること が
でき る。
入国 審査官 又は入 国警備 官は、 第一項 及び第 二項の調 査につ いて 、公
務所又 は公私 の団体 に照会 して必 要な事 項の報告 を求 めるこ とがで きる
。

入 国警備官 は、次 の各号 のいず れかに 該当す るとき は、

（退 去のた めの計 画）
第 五十二 条の八

退去 強制令 書の発 付を受け た者の 意向 の聴取 その他の 方法に より、 その
者 を直ち に本邦 外に送 還する ことが できな い原因と なつて いる 事情を 把

前号に 掲げる 場合を 除き、 退去強 制令書 の発付 を受け た者に 対し監

容した とき。

退去 強制令 書の発付 を受け た者を 第五十 二条第 九項の 規定に より収

握した 上で、 退去の ための 計画を 定めな ければ ならな い。
一

二

理 措置決 定が されたと き。

（略 ）

（ 送還先 ）

（略 ）

第五十 三条
２

（ 新設 ）

（略 ）

（ 送還先 ）

（略 ）

第五 十三条
２
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３
難民条 約第 三十三条 第一項 に規定 する領 域の属 する国 その他 その者

前 二項の 国には 、次に 掲げる 国を含 まない ものとす る。
一
が迫害 を受け るおそれ のある 領域の 属す る国（法 務大臣 が日本 国の利
益又 は公安 を著し く害す ると認 める場 合を除く 。）

３

難民 条約第 三十三 条第一項 に規定 する 領域の属 する国 （法務 大臣が

前 二項の 国には 、次 に掲げる 国を含 まない ものと する。
一

日本国 の利益 又は公安 を著 しく害 すると 認める場 合を除 く。）

（略 ）

二 ・三

（略）

二 ・三

（略 ）

（ 仮放免 ）
第五十 四条

（ 仮放免 ）
（略）

康上 、人道 上その 他これ らに準 ずる理 由によ りその収 容を 一時的 に解除

容令書 又は退 去強制 令書の発 付を 受けて 収容され ている 者につ いて、 健

の 者の 性格、 資産等 を考慮し て、三 百万円 を超 えない範 囲内で 法務省 令

て収 容され ている 者の情 状及び 仮放免 の請求 の理由 となる 証拠並 びにそ

務省令 で定め るとこ ろによ り、収 容令書 又は退 去強制令 書の 発付を 受け

入国 者収容 所長又 は主任審 査官は 、前 項の請 求により 又は職 権で、 法

す ること を相当 と認 めるとき は、法 務省令 で定め るとこ ろによ り、期 間

で定 める額 の保証 金を納付 させ 、かつ 、住居 及び行動 範囲の 制限、 呼出

２

を定 めて、 かつ、 住居及び 行動範 囲の 制限、 呼出しに 対する 出頭の 義務

し に対す る出頭 の義務 その他 必要と 認める 条件を 付して 、その 者を仮 放
免する ことが できる 。

入国 者収容 所長又 は主任審 査官 は、適 当と認 めるとき は、収 容令書 又

は退去 強制令 書の発 付を受 けて収 容され ている 者以外の 者の 差し出 した

３

定める ところ により 、仮放 免され る者に 対し、仮 放免の 期間及 び仮 放免

（ 新設）

い。

保 証金額 及び いつで もその保 証金を 納付す る旨を 記載し なけれ ばなら な

保証 書をも つて 保証金に 代える ことを 許すこ とがで きる。 保証書 には、

入国 者収容 所長又 は主任 審査官 は、第 一項の 請求が あつた 場合に おい

に付 された 条件を 記載し た仮放 免許可 書を交 付する ものと する。

入国 者収容 所長又 は主任審 査官は 、仮放 免す る場合に は、法 務省令 で

そ の他必 要と認 める条 件を付 して、 その者 を仮放免 するこ とが できる 。

入国 者収容 所長又 は主任審 査官は 、前項 の請 求により 又は職 権で、 収

第五十 四条
２

３

４

て仮放 免を不 許可 としたと きは、 当該請 求をし た者に 対し、 理由を 付し
た 書面を もつて 、その旨 を通知 する。
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５

６

７

仮 放免さ れた者 又はそ の者の 代理人 、保佐 人、配偶 者、 直系の 親族若
しく は兄弟 姉妹 は、法務 省令で 定める ところ により 、入国 者収容 所長又
は主任 審査官 に対し 、第二項 の規定 によ り定めら れた仮 放免の 期間の 延
長を 請求す ること ができ る。
入国 者収容 所長 又は主任 審査官 は、前 項の請 求によ り又は 職権で 、法
務省 令で定 めると ころによ り、健 康上、 人道 上その他 これら に準ず る理
由 により 引き続 き収容を 一時 的に解 除する ことを相 当と認 めると きは 、
第二項 の規定 により 定めら れた仮 放免の 期間を延 長す ること ができ る。
第四 項の規 定は、 第五項の 請求が あつた 場合 において 仮放免 の期間 の
延長を 不許可 とした 場合につ いて 準用す る。

（ 仮放免 の取消 し等 ）

（新設 ）

（ 新設）

（ 新設）

（ 仮放 免の取 消）

入国 者収容 所長又 は主任 審査官 は、仮放 免され た者が 逃亡 し

、 逃亡す ると疑 うに足 りる相 当の理 由があ り、正 当な理 由がな くて呼 出

第五 十五条

、 逃亡す ると疑 うに足 りる相 当の理 由があ り、正当 な理由 がな くて呼 出

に応ぜ ず、 その他 仮放免に 附され た条件 に違反 したと きは、 仮放免 を取

入国 者収容所 長又は 主任 審査官 は、仮放 免され た者が 逃亡し

しに応 ぜず、 その他 仮放免 に付さ れた条 件に違 反した ときは 、仮放 免を

前 項の取 消をし たとき は、入 国者収 容所長 又は主任 審査 官は、 仮放免

り 消すこ とがで きる。
２

取消 書を作 成し 、収容令 書又は 退去強 制令書 ととも に、入 国警備 官にこ

前 項の取 消しを したと きは、 入国者 収容所 長又は主 任審査 官は 、仮放

取り 消す ことが できる。

第五 十五条

２

免取 消書を 作成し 、収容 令書又 は退去 強制令 書とと もに、 入国警 備官に

入国 警備官 は、仮 放免を 取り消 された 者があ る場合に は、そ の者 に仮

部、そ の他の 理由 によると きはそ の一部 を没取 するも のとす る。

呼 出に応 じない ことを 理由と する仮 放免の 取消をし たと きは保 証金の 全

入国者 収容所 長又は 主任審 査官は 、逃亡 し、又は 正当な 理由 がなく て

れを交 付しな ければ ならない 。
３

４

こ れを交 付し なけれ ばならな い。

入国 警備官 は、仮 放免を取 り消さ れた 者があ る場合に は、そ の者に 仮

（削 る）

３
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４

５

指定す る場所 に収容 しなけれ ばなら ない 。

容所 等その 他出 入国在留 管理庁 長官又 はその 委任を 受けた 主任審 査官が

放免取 消書及 び収容 令書又 は退去 強制令 書を示し て、そ の者 を入国 者収

査官が 指定す る場所 に収容 しなけ ればな らない 。

容 所、収 容場そ の他出入 国在留 管理庁 長官 又はその 委任を 受けた 主任審

放免取 消書及 び収容 令書又 は退去 強制令 書を示 して、 その者 を入国 者収

な い場合 でも 、急速 を要する ときは 、その 者に対 し仮放 免を取 り消さ れ

入国警 備官は 、仮放 免取消 書及び 収容令 書又は 退去強 制令書 を所持 し

な い場合 でも、 急速 を要する ときは 、仮放 免を取 り消さ れた者 に対し そ

た旨 を告げ て、そ の者を収 容す ること ができ る。但し 、仮放 免取消 書及

５

の旨 を告げ て、そ の者を収 容する ことが でき る。ただ し、仮 放免取 消書

び 収容令 書又は 退去強 制令書 は、で きるだ けすみや かに 示さな ければ な

入国警 備官は 、仮放 免取消 書及び 収容令 書又は退 去強制 令書 を所持 し

及 び収容 令書又 は退去強 制令 書は、 できる だけ速や かに示 さなけ れば な

らない 。
（ 新設）

（新設 ）

（新 設）

らない 。
前二 項の規 定は、 仮放免の 期間が 満了し た者 がある場 合につ いて準 用
する。 この場 合にお いて、こ れら の規定 中「仮放 免取消 書」と あるの は

主 任審査 官は、 次の各 号に掲 げる事 由のい ずれか により

退 去の命令

、「 仮放免 許可書 の謄本 」と読 み替え るもの とする。

第六 節

第五十 五条の 二

退去 強制 を受け る者を第 五十三 条に規 定する 送還先 に送還 するこ とが困
難であ る場合 におい て、相 当と認 めると きは、そ の者に 対し、 相当 の期
間を 定めて 、本邦 からの 退去を 命ずる ことが できる 。この 場合に おいて

その者 が自ら 本邦を退 去する 意思 がない 旨を表明 してい る場合 にお

は 、あら かじ めその 者の意見 を聴か なけれ ばなら ない。
一

い て、そ の者の 第五十 三条に 規定す る送還 先が退去 強制 令書の 円滑な
執行に 協力し ない 国以外の 国とし て法務 大臣が 告示で 定める 国に含 ま
れ ていな いこと 。
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２

３

４

５

６

二

そ の者が 偽計又 は威力 を用い て送還 を妨害 したこと があ り、再 び送
還に 際して 同様 の行為に 及ぶお それが あるこ と。

前 項の規 定によ る命令を 受けた 者が 次の各 号に掲げ る事由 のいず れか
に該 当する に至つ たとき は、当 該事由 に該当 しなくな るまで の間 、当該

一
退去 強制の 処分の効 力に 関する 訴訟が 係属し、 かつ、 行政事 件訴 訟

第六十 一条の 二の九第 三項の 規定に より 送還が停 止され たこと 。

命 令は、 効力を 停止 するもの とする 。

二
法（昭 和三十 七年法 律第百 三十九 号）の 規定によ る執 行停止 の決定 が
され たこ と。
主 任審査 官は、 第一項の 規定 により 本邦か らの退去 を命ず る場合 には
、そ の理由 及び同 項の期 間を記 載した 文書を 交付しな けれ ばなら ない。
主任 審査官 は、 必要があ る場合 には、 相当の 期間を 定めて 、第一 項の
期間 を延長 するこ とができ る。
第一 項の規 定によ る命令 は、入 国警備 官が同 項の期間 （前 項の規 定に
より期 間を延 長した 場合に おいて は、当 該延長 した期 間を含 む。） 内に
退去 強制 令書の 発付を受 けた者 を第五 十二条 第三項 の規定 により 送還す
ること を妨げ ない。
第一項 の規定 による 命令に より本 邦から 退去さ せられ た者は 、この 法

被収 容 者 の処 遇

律 の規定 の適 用につ いては、 退去強 制令書 により 退去を 強制さ れたも の
とみ なす。

第五章 の二

（ 新設）
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第 一節

総則

（入 国 者 収容 所 等 の 事務 ）
地 方出入 国在留 管理局 に、収 容場を 設ける 。

入国者収容所等は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要

第 五十五 条の三
２

一
退 去強制 令書 の発付を 受け、 第五十 二条第 九項、 第五十 二条の 四第

収容 令書の 執行を 受ける 者

な処 遇を行 う施設 とする。

二

五 項若し くは第 六項の規 定又は 第五十 五条 第三項若 しくは 第四項 （こ
れらの 規定を 同条第五 項に おいて 準用す る場合を 含む。 ）の規 定に よ
り収 容され る者

（処 遇の原 則）
被 収 容者 （ 入 国 者 収 容 所 等 に 収 容 さ れ て い る 者 を い う

被収 容者に は、入 国者収容 所等の 保安 上支障 がない範 囲内に おいて で

者の人 権を尊 重し つつ適正 に行わ なけれ ばなら ない。

。以下この章及び第七十二条の二において同じ。）の処遇は、被収容

第五十五条の四

２

きる限 りの自 由が与 えられ なけれ ばなら ない。

入国者収 容所 長又は 地方出 入国在留 管理局 長（以 下こ の

（ 活動 の援助 ）
第五 十五条 の五

章 及び第 八章に おいて 「入国 者収容 所長等 」という 。） は、法 務省令 で

（ 新設）

（ 新設）

（新 設）

（新設 ）
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２

定める ところ により 、被収 容者に 対し、 知的、教 育的及 び娯 楽的活 動そ
の他 の活動 につ いて、援 助を与 えるよ うに努 めなけ ればな らない 。
入 国者収 容所長 等は、前 項の規 定に よる援 助の措置 として 、入国 者収
容所 等に書 籍を備 え付け るもの とする 。この 場合にお いて、 備え 付けた
書 籍の閲 覧の方 法は 、入国者 収容所 長等が 定める ものと する。

被 収容者 が一人 で行う 礼拝そ の他の 宗教上 の行為 は、禁

（ 宗教上 の行為 ）
第五十 五条の 六

止し 、又 は制限 してはな らない 。ただ し、入 国者収 容所等 の規律 及び秩
序の維 持その 他管理 運営上支 障を 生ずる おそれが ある場 合は、 この限 り
でな い。

（書 籍等の 閲覧）
被収 容者が 自弁の 書籍等 （書籍 、雑誌、 新聞 紙その 他の

被収容 者が書 籍等を 閲覧す ること により 、入国 者収容 所等の 規律及 び

はなら ない。

する こと は、次 項に規定 する場 合のほ か、こ れを禁 止し、 又は制 限して

文書図 画（信 書を除 く。） をいう 。以下 この章 におい て同じ 。）を 閲覧

第 五十五 条の七

２

秩 序を害 する 結果を 生ずるお それが あると きには 、その 閲覧を 禁止す る
こと ができ る。

男子の被収容者と女子の被収容者とは、分離して収容

（被 収 容 者 の分 離 ）
第 五 十 五条 の 八

（新設 ）

（ 新設）

（新設 ）
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２

しなければならない。ただし、入国者収容所長等が被収容者が被収容
者である乳児を監護する必要がある場合その他特に必要があると認め
る とき は 、 こ の 限り で な い。
入 国 者 収 容 所 長 等 は 、 第 五 十 五 条 の 十 九第 二 項 の 身 体 の 検 査及 び 第
五十五条の四十九第二項の身体又は着衣の検査以外の場合であつても
、女子の被収容者の処遇については、女子の入国警備官に行わせるよ

出入国在 留管 理庁長 官は、 法務大臣 の定め るとこ ろに よ

うに 努 め な け れば な ら ない 。

（ 実地 監査）
第五 十五条 の九

り、この章の規定の適正な施行を確保するため、その職員のうちから
監査官 を指名 し、各 入国者収 容所等 につ いて、毎 年一回 以上、 実地監 査
を行 わせな ければ ならな い。

（入 国 者 収 容 所等 視 察 委員 会 ）
法務省令で定める出入国在留管理官署に、入国者収容

委員会は、入国者収容所等の適正な運営に資するため、法務省令で

所 等 視察 委 員 会 （ 以下 こ の 節に お い て 「委 員 会 」 と いう 。 ） を置 く 。

第 五 十 五 条 の十

２

定める担当区域内にある入国者収容所等を視察し、その運営に関し、
入国 者 収 容 所長 等 に 対 して 意 見 を 述べ る も の と する 。

（ 組 織 等）

（新 設）

（新 設）
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第 五十五 条の十 一

委 員 会 は、 委 員 十 人 以内 で 組 織 する 。

委 員 は 、 人 格 識 見 が 高く 、 か つ 、 入 国 者 収 容 所 等 の 運 営 の 改 善 向 上

３
委 員は 、 非 常 勤 とす る 。

委員 の 任 期 は 、一 年 と する 。 た だ し 、再 任 を 妨 げな い 。

２

４
前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事

に 熱意 を 有 す る 者の う ち から 、 法 務 大臣 が 任 命 す る。

５
項は 、 法 務 省 令で 定 め る。

（ 委 員 会 に対 す る 情 報の 提 供 及び 委 員 の 視 察等 ）
入国者収容所長等は、入国者収容所等の運営の状況

第五十五条の六十第一項、第五十五条の六十一及び第五十五条の六

し な けれ ば な ら な い。

入国者収容所長等は、前項の視察及び面接について、必要な協力を

によ る 被 収 容 者と の 面 接の 実 施 に つい て 協 力 を 求め る こ とが で き る 。

員会は、必要があると認めるときは、入国者収容所長等に対し、委員

る入国者収容所等の視察をすることができる。この場合において、委

委員会は、入国者収容所等の運営の状況を把握するため、委員によ

じ て、 委 員 会 に 対し 、 情 報を 提 供 す る もの と す る 。

について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応

第五十五条の十二

２

３

４

十二の規定にかかわらず、被収容者が委員会に対して提出する書面に
つ い て は 、 検 査 し 、 又 は そ の 提 出 を 差 し止 め 、 若 し く は 制 限 し て は な
ら ない 。

（ 新設 ）

（ 新設 ）
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法務大臣は、毎年、委員会が入国者収容所長等に対

（ 委員 会 の 意 見 等の 公 表 ）
第五十五条の十三
して述べた意見及びこれを受けて入国者収容所長等が講じた措置の内
容 を 取 り ま とめ 、 そ の 概要 を 公 表す る も の と する 。

（ 出 国 待機 施 設 の 視察 等 ）
委 員 会 は 、 第 五 十 五 条 の十 第 二 項 に 規 定 す る 事 務 を

入国者収容所長等は、その入国者収容所等の参観を

前 二 条 の 規定 は 、 前 項に 規 定 す る事 務 を 行 う場 合 に 準 用す る 。

轄 す る 地 方 出入 国 在 留 管理 局 の 長 に対 し て 意 見を 述 べ るも の と す る 。

待機施設を視察し、その運営に関し、当該出国待機施設の所在地を管

の適正な運営に資するため、法務省令で定める担当区域内にある出国

定め る施設 をいう 。以下こ の項 及び第 五十九 条第三項 におい て同じ 。）

行うほか、出国待機施設（第十三条の二第一項に規定する法務省令で

第五十五条の十四

２

（参観）
第五 十 五 条 の 十 五

入国者収容所等に勤務する入国警備官には、被収容

申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すこと
が で きる 。

（研 修 及 び 訓練 ）
第 五 十 五 条の 十 六

（新 設）

（ 新設）

（新設 ）

（新設 ）
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者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ
効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させる
た めに 必 要 な 研 修及 び 訓 練を 行 う も のと す る 。

医師等職員（入国者収容所又は地方出入国在留管理

（ 医 師 等 職 員の 国 家 公 務員 法 等 の特 例 ）
第 五 十五 条 の 十 七
局 の 職 員 で あ る 医 師 又 は 歯 科 医 師 を い う 。 以 下 こ の 章に お い て 同 じ 。
）であつて、一般職の職員の給与に関する法律（昭和二十五年法律第
九十五号）別表第八イ医療職俸給表（一）の適用を受ける者は、部外
診療（病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・
法務省令で定める施設（これらの職員が国家公務員の身分を有しない
ものに限る。）において行う医業又は歯科医業（当該医師等職員が団
体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねて行うもの及び自ら営利を目的
とする私企業を営んで行うものを除く。）をいう。以下この条におい
て同じ。）を行おうとする場合において、当該部外診療を行うことが
、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 内 閣 官 房 令・ 法 務 省 令 で 定

その正規の勤務時間（一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する

めるところにより、出入国在留管理庁長官の承認を受けることができ
る。
一

法律（平成六年法律第三十三号）第十三条第一項に規定する正規の
勤務時間をいう。以下この条において同じ。）において、勤務しな
い こと と な る 場 合

（新設 ）
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２

３

４

二

報 酬 を 得て 、 行 う こと と な る場 合
前 項 の 承 認 を 受 け た 医師 等 職 員 が 、 そ の 正 規 の 勤 務 時 間 に お い て 、

当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務し
ない時間については、国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号）
第 百 一 条第 一 項 前 段 の規 定 は 、適 用 し な い 。
第一項の承認を受けた医師等職員が、報酬を得て、当該承認に係る
部外 診 療 を 行 う場 合 に は、 国 家 公 務員 法 第 百 四 条の 許 可 を要 し な い 。
第一項の承認を受けた医師等職員が、その正規の勤務時間において
、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、一般職の
職員の給与に関する法律第十五条の規定にかかわらず、その勤務しな
い一時間につき、同法第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額

収容 の開始

を減 額 し て 給与 を 支 給 する 。

第 二節

入国者 収容所 長等は 、被収 容者に 対し、 その入 国者収

（ 収容開 始時の 告知）
第五十 五条の 十八

容 所等に おける 収容の開 始に際 し、次 に掲 げる事項 を告知 しなけ ればな

一

第 五十五 条の二 十九第一 項に規 定する 保管私 物その 他の金 品の取 扱

物品の 貸与及 び支給 並びに 自弁に 関する 事項

らない 。

二

いに 関する 事項

（新 設）

（新設 ）
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２

七

六

五

四

三

審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁

面会 及び通 信の 発受に関 する事 項

第五十 五条の 四十八 第一項 に規定 する遵 守事項

書 籍等の 閲覧に 関する事 項

宗教上 の行 為に関す る事項

保 健衛生 及び医 療に関 する事 項

苦 情の 申 出 に 関す る 事 項

事項

行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する

第 五 十 五 条 の 七 十四 第 一 項 の 規 定 に よ る 申 告 を 行 う こ と が で き る

及び審 査の 申 請 期 間 その 他 の 審査 の 申 請 に関 す る 事 項

八

九

十

前項の 規定に よる告 知は、 法務省 令で定 めるとこ ろに より、 書面で 行
う ものと する 。

入国警 備官は 、被収 容者に ついて 、その 入国者 収容所

（ 識別の ための 身体検 査）

。
女 子の被 収容者 について 前項の 規定に より 検査を行 う場合 には、 女子

身体を 検査す ること ができ る。そ の後必 要が生じ たとき も、同 様と する

等 におけ る収容 の開始に 際し、 その者 の識 別のため 必要な 限度で 、その

第五十 五条の 十九

２

の入 国警備 官がこ れを行わ なけ ればな らない 。ただし 、女子 の入国 警備
官 がその 検査を 行うこ とがで きない 場合に は、男子 の入 国警備 官が入 国

（新設 ）
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者収容 所長等 の指名 する女 子の職 員を指 揮して、 これを 行う ことが でき
る。

入国者収 容所長 等は、 法務省 令で定 めると ころに より

（起 居動作 の時間 帯）
第 五十五 条の二 十
、食 事、就 寝その 他の起居 動作を すべき 時間 帯を定め 、これ を被収 容者

金品の取 扱い等

に 告知す るもの とする。

第三 節

（物 品の貸 与等）
被収容 者には 、次に 掲げる 物品（ 書籍等 を除く 。以

二

一

日用 品、 筆記具 その他の 物品

食事及 び湯茶

衣 類及び 寝具

被収容 者には 、前項に 定める もの のほか 、法務省 令で定 めると ころに

三

与し 、又 は支給 するもの とする 。

要なも の（第 五十五 条の二 十三第 一項各 号に掲 げる物 品を除 く。） を貸

三 号にお いて同 じ。） であつ て、入 国者収 容所等に おける 日常 生活に 必

下こ の条か ら第五 十五条の 二十四 まで 及び第 五十五条 の六十 八第一 項第

第 五十五 条の二 十一

２

し

よ り、必 要に応 じ、入 国者収 容所等 におけ る日常生 活に 用いる 物品（ 第
五十五 条の二 十三 第一項各 号に掲 げる物 品を除 く。） を貸与 し、又 は嗜
好 品を支 給する ことがで きる。

（ 新設）

（ 新設 ）

（ 新設）
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入国者 収容所 長等 は、被 収容者が 、次に 掲げる 物品

（自 弁の物 品の 使用等）
第五十 五条の 二十二
（次 条第一 項各号 に掲げ る物品 を除く 。）に ついて、 自弁の もの を使用
し 、又は 摂取し たい 旨の申出 をした 場合に は、入 国者収 容所等 の規律 及
び秩 序の維 持その 他管理運 営上支 障を生 ずる おそれが ある場 合を除 き、

四

三

二

一

日用 品、文 房具 その他の 入国者 収容所 等にお ける日 常生活 に用い る

嗜好品

室 内装飾 品

食料 品及び 飲料

衣類

法 務省令 で定め るところ によ り、こ れを許 すものと する。

五
物品

（補正 器具等 の自弁 等）
被収容者 には、 次に掲 げる 物品につ いては 、入国 者

二

一

その 他法務 省令で 定める 物品

信書を 発する のに必要 な封筒 その 他の物 品

眼鏡 その 他の補 正器具

前 項各号 に掲 げる物品 につい て、被 収容者 が自弁 のもの を使用 するこ

三

ある 場合を 除き、 自弁の ものを 使用さ せるも のとす る。

収容所 等の規 律及び 秩序の 維持そ の他管 理運営上 支障を 生ずる おそ れが

第五 十五 条の二 十三

２

と ができ ない場 合であつ て、必 要と認 める ときは、 その者 にこれ を貸与

（新設 ）

（ 新設）
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し、又 は支給 するも のとす る。

第 五十五 条の二 十一又 は前条第 二項の 規定 により 貸

（物品 の貸与 等の基 準）
第五 十五条 の二十 四
与 し、又 は支給 する 物品は、 被収容 者の健 康を保 持する に足り 、かつ 、
国民 生活の 実情等 を勘案し 、被収 容者と して の地位に 照らし て、適 正と

入国者 収容 所等の 職員は 、次に掲 げる金 品につ いて

認 められ るもの でなけれ ばな らない 。

（金 品の 検査）
第五十 五条の 二十五

被収 容者が 収容 される際 に所持 する現 金及び 物品

、検 査を行 うこと ができ る。
一

被収容 者が収 容中に取 得した 現金 及び物 品（信書 を除く 。次号 にお

被収 容者に 交付する ため当 該被収 容者以 外の者 が入国 者収容 所等に

者収容 所長等 から支 給され た物品 を除く 。）

い て同じ 。）で あつて 、同号 に掲げ る現金 及び物品 以外の もの （入国

二

三

持参し 、又は 送付した 現金 及び物 品

入国 者収容 所長 等は、 前条第一 号又は 第二号 に掲げ

（ 収容時 の所 持物品 等の処分 ）
第五 十五条 の二十 六

る 物品が 次の各 号のい ずれか に該当 すると きは、被 収容 者に対 し、そ の
物品に ついて 、親 族（婚姻 の届出 をして いない が、事 実上婚 姻関係 と同
様 の事情 にある 者を含む 。以下 この節 にお いて同じ 。）そ の他相 当と認

（新 設）

（新設 ）

（新 設）
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２

二

一

危険を 生ずる おそれ がある もので あると き。

腐 敗し、 又は滅 失するお それが ある もので あるとき 。

保管に 不便 なもので あると き。

める者 への交 付その 他相当 の処分 を求め るものと する。

三
前項 の規定 によ り物品の 処分を 求めた 場合に おいて 、被収 容者が 相当
の期 間内に その処 分をしな いとき は、入 国者 収容所長 等は、 これを 売却
し てその 代金を 被収容者 に引 き渡す ものと する。た だし、 売却す るこ と
ができ ないも のは、 廃棄す ること ができ る。

（差入 物の引 取り等 ）
入 国者収 容所長 等は、 第五十五 条の 二十五 第三号 に

被 収容者 に交付 するこ とによ り、入 国者収 容所等 の規律 及び秩 序を

差 入人の 氏名が 明らか でない もので あるとき 。

害す るお それが あるもの である とき。
二

第 五十五 条の 二十五第 三号に 掲げる 現金又 は物品 であつ て、前 項第一

前条 第一項 各号の いずれ かに該 当する 物品であ ると き。

物品 等」と いう。 ）以外の 物品で ある とき。

品 又は出 所の 際に必要 と認め られる 物品（ 以下こ の節に おいて 「自弁

自弁に より使 用し、 若しく は摂取 するこ とがで きるこ ととさ れる物

四

三

一

い う。） に対し 、その 引取り を求め るもの とする。

又は 物品を 持参し 、又は送 付した 者（ 以下こ の節にお いて「 差入人 」と

掲 げる現 金又は 物品 が次の各 号のい ずれか に該当 すると きは、 その現 金

第五 十五条 の二十 七

２

号 又は第 二号に 該当する ものに ついて 、差 入人の所 在が明 らかで ないた

（新 設）
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３

４

５

６

７

め同項 の規定 による 引取り を求め ること ができな いとき は、 入国者 収容
所長 等は、 その 旨を政令 で定め る方法 によつ て公告 しなけ ればな らない
。
前項に 規定す る現金 又は物 品につ いて、 第一項の 規定に よる 引取り を
求 め、又 は前項 の規 定により 公告し た日か ら起算 して六 月を経 過する 日
まで に差入 人がそ の現金又 は物品 の引取 りを しないと きは、 その現 金又
は 物品は 、国庫 に帰属す る。
第 二項に 規定す る物品 であつ て、第 一項第 四号に 該当す るもの につい
ては 、入 国者収 容所長等 は、前 項の期 間内で も、こ れを売 却して その代
金を保 管する ことが できる。 ただ し、売 却できな いもの は、廃 棄する こ
とが できる 。
第五 十五条 の二 十五第三 号に掲 げる現 金又は 物品で あつて 、第一 項第
三号 又は第 四号に 該当する もの（ 同項 第一号 又は第二 号に該 当する もの
を 除く。 ）につ いて、 差入人 の所在 が明ら かでない ため同 項の 規定に よ
る引取 りを求 めるこ とがで きない とき、 若しく はその 引取り を求め るこ
とが 相当 でない とき、又 は差入 人がそ の引取 りを拒 んだと きは、 入国者
収容所 長等は 、被収 容者に 対し、 親族そ の他相当 と認め る者へ の交 付そ
の他 相当の 処分を 求める ものと する。
前条 第二 項の規 定は、前 項の規 定によ り処分 を求め た場合 につい て準
用す る。
第五 十五条 の二十 五第三 号に掲 げる現 金又は 物品で あつて 、第一 項各
号のい ずれに も該 当しない ものに ついて 、被収 容者が その交 付を受 ける
こ とを拒 んだ場 合には、 入国者 収容所 長等 は、差入 人に対 し、そ の引取
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りを求 めるも のとす る。こ の場合 におい ては、第 二項及 び第 三項の 規定
を準 用する 。

次に掲 げる金 品のう ち、こ の節の 規定に より被 収容

（金 品の引 渡し及 び領置 ）

二

一

前項各 号に掲 げる金品 のうち 、こ の節の 規定によ り被収 容者が 使用し

金 品を除 く。）

のい ずれに も該当 しない もの（ 被収容 者が交付 を受け るこ とを拒 んだ

第 五十五 条の二 十五第三 号に 掲げる 金品であ つて、 前条第 一項各 号

十五 条の 二十六 第一項各 号のい ずれに も該当 しない もの

第 五十五 条の二 十五第 一号又 は第二 号に掲げ る金 品であ つて、 第五

の とする 。

者が 使用し 、又は 摂取する ことが できる もの は、被収 容者に 引き渡 すも

第 五十五 条の二 十八

２

入 国者収 容所長 等は、 法務省 令で定 めると ころに よ

、 又は摂 取する ことが できる もの以 外のも のは、入 国者収 容所 長等が 領
置する ものと する。

（保管 私物等 ）
第五 十五条 の二十 九

り 、保管 私物 （被収 容者が前 条第一 項の規 定によ り引渡 しを受 けて保 管
する 物品（ 第五項 の規定に より引 渡し を受け て保管す る物品 を含む 。）
及 び被収 容者が 受けた 信書で その保 管する ものをい う。 以下こ の節及 び
第五十 五条の 六十 八第一項 第四号 におい て同じ 。）の 保管方 法につ いて
、 入国者 収容所 等の管理 運営上 必要な 制限 をするこ とがで きる。

（ 新設）

（新 設）
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２

３

４

５

入 国者収 容所長 等は、 被収容 者の保 管私物 （法務省 令で 定める ものを
除く 。）の 総量 （第五項 及び次 条にお いて「 保管総 量」と いう。 ）が保
管限度 量（被 収容者 一人当た りにつ いて 保管する ことが できる 物品の 量
とし て入国 者収容 所長等 が定め る量を いう。 同項及び 同条に おい て同じ
。 ）を超 えると き、 又は被収 容者に ついて 領置し ている 物品（ 法務省 令
で定 めるも のを除 く。）の 総量（ 第四項 及び 同条にお いて「 領置総 量」
と いう。 ）が領 置限度量 （被 収容者 一人当 たりにつ いて領 置する こと が
できる 物品の 量とし て入国 者収容 所長等 が定める 量を いう。 同項及 び同
条に おい て同じ 。）を超 えると きは、 当該被 収容者 に対し 、その 超過量
に相当 する量 の物品 について 、親 族その 他相当と 認める 者への 交付そ の
他相 当の処 分を求 めるこ とがで きる。 腐敗し 、又は滅 失す るおそ れが生
じ た物品 につい ても 、同様と する。
第五十 五条の 二十六第 二項の 規定 は、前 項の規定 により 処分を 求めた
場 合につ いて準 用する 。
入 国者収 容所長 等は、 被収容 者が保 管私物 につい て領置 するこ とを求
めた 場合 におい て、相当 と認め るとき は、こ れを領 置する ことが できる
。ただ し、領 置総量 が領置 限度量 を超え ることと なる場 合は、 この 限り
でな い。
入国 者収 容所長 等は、前 項の規 定によ り領置 してい る物品 につい て、
被収 容者が その引 渡しを求 めた場 合に は、こ れを引き 渡すも のとす る。
た だし、 保管総 量が保 管限度 量を超 えるこ ととなる 場合 は、こ の限り で
ない。
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（物品 の購入 ）
第五 十五条 の三 十

入 国者収容 所長等 は、被 収容者 が自ら 保管す る現金 を

使用し て自弁 物品等 を購入す ること を申 請した場 合には 、その 購入に よ
り、 保管総 量が保 管限度 量を超 え、又 は領置 総量が領 置限度 量を 超える
こ ととな るとき を除 き、これ を許す ものと する。

入国 者収容 所長等 は、被 収容者 が、保 管私物 、自ら

（ 保管私 物等の 交付）
第五十 五条の 三十一

保管 する 現金又 は領置さ れてい る物品 （第五 十五条 の六十 五に規 定する
文書図 画に該 当する ものを除 く。 ）につ いて、他 の者へ の交付 （信書 の
発信 に該当 するも のを除 く。） を申請 した場 合には、 その 交付（ その相
手 方が親 族であ るも のを除く 。）に より、 入国者 収容所 等の規 律及び 秩
序を 害する おそれ がある場 合を除 き、 これを 許すもの とする 。

入国者収 容所長 等は、 この 節に定め るもの のほか 、

（差入 れ等に 関する 制限）
第五 十五 条の三 十二

法務省 令で定 めると ころに より、 差入人 による被 収容者 に対す る金 品の
交付 及び被 収容者 による 自弁物 品等の 購入に ついて 、入国 者収容 所等の

入国 者収容 所長等 は、被 収容者 の出所 の際、 領置し

管 理運営 上必 要な制 限をする ことが できる 。

（ 領置物 の引渡 し）
第五十 五条の 三十 三

て いる物 品をそ の者に引 き渡す ものと する 。

（ 新設）

（新設 ）

（ 新設）

（新 設）
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（出 所者の 遺留 物）
出所し た被収 容者 の遺留 物（入国 者収容 所等に 遺留

前 項の期 間内で も、入 国者収 容所長 等は、 腐敗し 、又は 滅失す るおそ

い ときは 、国庫 に帰属す る。

の引 渡しを 求める 申出がな く、又 はその 引渡 しに要す る費用 の提供 がな

は 、その 出所の 日か ら起算し て六月 を経過 する日 までに 、その 者から そ

した 金品を いう。 以下こ の節及 び第五 十五条 の八十二 におい て同 じ。）

第五十 五条の 三十四

２
れが 生じ た遺留 物は、廃 棄する ことが できる 。

（逃 走者等 の遺留 物）
被収容 者が次 の各号 のいず れかに 該当す る場合 にお

逃走 したと き

逃走 した日

一

第 五十五 条の五 十四第 二項の 規定に より解放 された 場合に おい て、

当該 避難を 必要と する状

前条 第二項 の規定 は、前 項の遺 留物に ついて 準用す る。

況が なくな つた日

同 項に規 定す る場所に 出頭し なかつ たとき

同条 第三項 に規定 する避 難を必 要とす る状況が なく なつた 後速や かに

二

いとき は、そ の遺留 物は、 国庫に 帰属す る。

者 から引 渡しを 求める 申出が なく、 又は引 渡しに要 する費 用の 提供が な

いて 、当該 各号に 定める日 から起 算し て六月 を経過す る日ま でに、 その

第 五十五 条の三 十五

２

（ 死亡者 の遺留 物）

（新設 ）

（ 新設 ）
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死亡 した被 収容者 の遺留 物は、法 務省 令で定 めると

保健 衛生及 び医療

第五 十五条 の三 十四第二 項の規 定は、 第一項 の遺留 物につ いて準 用す

一項 の申請 がない ときは 、国庫 に帰属 する。

前項の 規定に よる公 告をした 日か ら起算 して六月 を経過 する日 までに 第

第一 項の遺 留物は 、第五十 五条の 八十二 の規 定による 通知を し、又 は

て公告 しなけ ればな らない 。

き ないと きは、 入国者収 容所 長等は 、その 旨を政令 で定め る方法 によ つ

明ら かでな いため 第五十五 条の八 十二の 規定 による通 知をす ること がで

死亡 した被 収容 者の遺留 物があ る場合 におい て、そ の遺族 等の所 在が

する 。

下この 章にお いて同 じ。）に 対し、 その 申請に基 づき、 引き渡 すもの と

ころ により 、そ の遺族等 （法務 省令で 定める 遺族そ の他の 者をい う。以

第五十 五条の 三十六

２

３

４
る。

第四節

入 国者収 容所等 におい ては、 被収容 者の心 身の状 況

（保健 衛生及 び医療 の原則 ）
第五 十五条 の三十 七

を 把握す るこ とに努 め、被収 容者の 健康及 び入国 者収容 所等内 の衛生 を
保持 するた め、社 会一般の 保健衛 生及 び医療 の水準に 照らし 適切な 保健
衛 生上及 び医療 上の措 置を講 ずるも のとす る。

（ 運動）

（新設 ）

（新 設）

（新設 ）
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第五十 五条の 三十八

被収 容者に は、日 曜日そ の他法務 省令 で定め る日を

除き 、でき る限 り戸外で 、その 健康を 保持す るため 適当な 場所で 運動を
行う機 会を与 えなけ ればなら ない。

被収 容者は 、身体 、着 衣及び所 持品並 びに居 室その

（ 被収容 者の清 潔義 務）
第五 十五条 の三十 九

被収容者 には 、法務 省令で 定めると ころに より、 入国

他 日常使 用する 場所を清 潔に しなけ ればな らない。

（入 浴）
第五十 五条の 四十

者収 容所等 におけ る保健 衛生上 適切な 入浴を 行わせる もの とする 。

（健 康診断 等）
入国者 収容所 長等は 、入国 警備官に 、被 収容者 から

被収 容者は 、前項 の規定 による 健康診 断を受 けなけ ればな らない 。こ

とす る。

な らない 。入 国者収 容所等に おける 保健衛 生上必 要があ るとき も、同 様

務省 令で定 めると ころに より、 医師に よる健 康診断 を受け させな ければ

入 国者収 容所長 等は、 被収容 者に対 し、三 月に一回 以上定 期的 に、法

その 他の 健康状 態につき 事情を 聴取さ せなけ ればな らない 。

、その 入国者 収容所 等にお ける収 容の開 始に際 し、疾 病、外 傷等の 有無

第 五十五 条の四 十一

２

３

の場合 におい ては 、その健 康診断 の実施 のため 必要な 限度内 におけ る採
血 、エッ クス線 撮影その 他の医 学的処 置を 拒むこと はでき ない。

（新設 ）

（新 設）

（新設 ）

（ 新設）
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（診 療等）

二

一

入国者 収容所 長等 は、被 収容者が 次の各 号のい ずれ

入国者 収容所 長等は、 前項 の規定 により 診療を行 う場合 におい て、 必

お それ がある とき。

飲食物 を摂取 しない 場合に おいて 、その 心身に 著しい 障害が 生ずる

るとき 。

負傷 し、若 しくは疾 病にか かつて いる とき、又 はこれ らの疑 いがあ

合に限 る。

そ の疾病 を感染 させる おそれ がない ときは 、その者 の意 思に反 しない 場

る場 合にお いて、 その者の 心身に 著し い障害 が生ずる おそれ 又は他 人に

そ の他必 要な 医療上 の措置を とるも のとす る。た だし、 第一号 に該当 す

この 節及び 第五十 五条の 六十八 第一項 第五号 におい て同じ 。）を 行い、

十三第 五項に おいて 同じ。 ）によ る診療 （栄養補 給の処 置を含 む。 以下

が委 嘱す る医師 等（医師 又は歯 科医師 をいう 。次条 及び第 五十五 条の五

か に 該 当 す る 場 合 に は 、 速 や か に 、 医 師 等 職 員 又は 入 国 者 収 容 所 長 等

第五十 五条の 四十二

２

要 に応じ 被収容 者を入 国者収 容所等 の外の 病院又は 診療 所に通 院させ 、
やむを 得な いとき は被収容 者を入 国者収 容所等 の外の 病院又 は診療 所に
入 院させ ること ができる 。

入国者 収容所 長等 は、負 傷し、又 は疾病 にかか つて

（指 名医に よる 診療）
第五十 五条の 四十三

いる 被収容 者が、 医師等 （医師 等職員 及び入 国者収容 所長等 が委 嘱する

（新設 ）

（新設 ）
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２

３

４

医師等 を除く 。）を 指名し て、そ の診療 を受ける ことを 申請 した場 合に
おい て、傷 病の 種類及び 程度、 入国者 収容所 等に収 容され る前に その医
師等に よる診 療を受 けていた ことそ の他 の事情に 照らし て、そ の被収 容
者の 医療上 適当で あると 認める ときは 、入国 者収容所 等内又 は入 国者収
容 所長等 が適当 と認 める病院 若しく は診療 所にお いて、 自弁に よりそ の
診療 を受け ること を許すこ とがで きる。
入国 者収容 所長等 は、前 項の規 定によ る診療 を受ける ことを 許す 場合
におい て、同 項の診 療を行 う医師 等（以 下この条 にお いて「 指名医 」と
いう 。） の診療 方法を確 認する ため、 又はそ の後に その被 収容者 に対し
て入国 者収容 所等に おいて診 療を 行うた め必要が あると きは、 入国者 収
容所 等の職 員をし てその 診療に 立ち会 わせ、 若しくは その 診療に 関して
指 名医に 質問さ せ、 又は診療 録の写 しその 他のそ の診療 に関す る資料 の
提出 を求め ること ができる 。
指名 医は、 その診 療に際 し、入 国者収 容所長 等が法務 省令 で定め ると
ころに より指 示する 事項を 遵守し なけれ ばなら ない。
入国 者収容 所長等 は、第一 項の規 定によ る診 療を受け ること を許し た
場合に おいて 、その 指名医 が、第 二項の 規定によ り入国 者収容 所長 等が
行う 措置に 従わな いとき 、前項 の規定 により 入国者 収容所 長等が 指示す
る 事項を 遵守 しない とき、そ の他そ の診療 を継続 するこ とが不 適当で あ
ると きは、 これを 中止し、 以後、 その 指名医 の診療を 受ける ことを 許さ
な いこと ができ る。

（ 調髪及 びひげ そり）
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第五十 五条の 四十四

入国 者収容 所長等 は、被 収容者が 調髪 又はひ げそり

を行 いたい 旨の 申出をし た場合 には、 法務省 令で定 めると ころに より、
これを 許すも のとす る。

入国 者収容 所長等 は、 入国者収 容所等 内にお ける感

（ 感染症 予防上 の措 置）
第五 十五条 の四十 五
染 症の発 生を予 防し、又 はそ のまん 延を防 止するた め必要 がある 場合 に
は、被 収容者 に対し 、第五 十五条 の四十 一第二項 及び 第三項 の規定 によ
る健 康診 断又は 第五十五 条の四 十二の 規定に よる診 療その 他必要 な医療
上の措 置をと るほか 、予防接 種、 当該疾 病を感染 させる おそれ がなく な
るま での間 の隔離 その他 法務省 令で定 める措 置をとる もの とする 。

（養 護のた めの措 置等）
入国者 収容所 長等は 、老人 、妊産婦 、身 体虚弱 者そ

入国者 収容所 長等は 、被収 容者が 出産す るとき は、や むを得 ない場 合

とるも のとす る。

に応 じ、 第五十 五条の四 十二の 規定に よる医 療上の 措置に 準じた 措置を

の他の 養護を 必要と する被 収容者 につい て、そ の養護 を必要 とする 事情

第 五十五 条の四 十六

２

規律 及び秩 序の維 持

を 除き、 入国 者収容 所等の外 の病院 、診療 所又は 助産所 に入院 させる も
のと する。

第五節

（新設 ）

（新 設）

（ 新設）

（新 設）
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（入国 者収容 所等の 規律及 び秩序 ）
入国者収 容所等 の規律 及び秩 序は、 適正に 維持さ れ

前項の 目的を 達成す るため とる措 置は、 被収容者 の収容 を確 保し、 並

なけれ ばなら ない。

第五 十五条 の四 十七

２
び にその 処遇の ため の適切な 環境及 びその 安全か つ平穏 な共同 生活を 維
持す るため 必要な 限度を超 えては ならな い。

（遵守 事項等 ）
入国者収 容所長 等は、 被収 容者が遵 守すべ き事項 （

一

他人に 対し、 粗野若し くは乱 暴な 言動を し、又は 迷惑を 及ぼす 行為

犯罪 行為を して はならな いこと 。

遵守事 項は、 次に掲 げる事 項を具 体的に 定めるも のと する。

次項に おいて 「遵守 事項」と いう 。）を 定めるも のとす る。

第五 十五 条の四 十八

２

二

自 身を傷 つける 行為を しては ならな いこと 。

を しては ならな いこと 。
三

被収 容者の 処遇に従 事する 職員の 職務の 執行を 妨げる 行為を しては

入 国者収 容所 等の衛生 又は風 紀を害 する行 為をし てはな らない こと

こ と。

入国者 収容所 等の安全 を害す るお それの ある行為 をして はなら ない

て はなら ない こと。

自己又 は他の 被収容 者の収 容の確 保を妨 げるお それの ある行 為をし

ならな いこと 。

四

五

六

七
。

（ 新設）

（ 新設）
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３

八

九

十

金 品につ いて、 不正な 使用、 所持、 授受そ の他の行 為を しては なら
ない こと。
前 各号に 掲げる もののほ か、入 国者 収容所 等の規律 及び秩 序を維 持
する ため必 要な事 項
前各 号に掲 げる 事項につ いて定 めた遵 守事項 に違反 する行 為を企 て
、あ おり、 唆し、 又は援助 しては ならな いこと 。
前二 項に定 めるも ののほ か、入 国者収 容所長 等又はそ の指定 する 職員

は、入 国者収 容所等 の規律 及び秩 序を維 持するた め必 要があ る場合 には
、被 収容 者に対 し、その 生活及 び行動 につい て指示 するこ とがで きる。

（身 体の検 査等）
入国警 備官は 、入国 者収容 所等の 規律及 び秩序 を維

前 項の検 査は 、文書図 画の内 容の検 査に及 んでは ならな い。

し 、並び にその 者の携 帯品を 取り上 げて一 時保管す るこ とがで きる。

五条 の五十 六第一 項各号に 掲げる 者を 除く。 ）の着衣 及び携 帯品を 検査

あ る場合 には 、入国 者収容所 等内に おいて 、被収 容者以 外の者 （第五 十

入国警 備官は 、入国 者収容 所等の 規律及 び秩序 を維持 するた め必要 が

の身体 及び着 衣の検 査につ いて準 用する 。

第五 十五条 の十九 第二項の 規定は 、前項 の規 定による 女子の 被収容 者

ことが できる 。

所 持品及 び居室 を検査 し、並 びにそ の所持 品を取り 上げて 一時 保管す る

持す るため 必要が ある場合 には、 被収 容者に ついて、 その身 体、着 衣、

第 五十五 条の四 十九

２

３

４

（ 新設 ）
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入 国者収容 所長等 は、被 収容者 が次の 各号の いずれ か

（被収 容者の 隔離）

。
一
を害 するお それが あるとき 。
他の 被収容 者から危 害を 加えら れるお それがあ り、こ れを避 ける た
めに他 に方法 がない とき。
前項 の規定 による 隔離の期 間は、 一月と する 。ただし 、特に 継続の 必

入国 者収容 所長 等は、前 項の期 間中で あつて も、隔 離の必 要がな くな

とが できる 。

要があ る場合 には、 入国者収 容所 長等は 、十日ご とにこ れを更 新する こ

二

他の 被収容 者と 接触する ことに より入 国者収 容所等 の規律 及び秩 序

に該当 する場 合には 、その者 を他の 被収 容者から 隔離す ること ができ る

第五 十五条 の五 十

２

３

つた ときは 、直ち にその隔 離を中 止し なけれ ばならな い。

（制止 等の措 置）
入国警備 官は、 被収容 者が 自身を傷 つけ若 しくは 他

入 国警備 官は 、被収容 者以外 の者が 次の各 号のい ずれか に該当 する場

る ため必 要な措 置をと ること ができ る。

、そ の行為 を制止 し、その 被収容 者を 拘束し 、その他 その行 為を抑 止す

れ らの行 為を しよう とする場 合には 、合理 的に必 要と判 断され る限度 で

その 他入国 者収容 所等の 規律及 び秩序 を著し く害す る行為 をし、 又はこ

人に危 害を加 え、逃 走し、 入国者 収容所 等の職員 の職務 の執行 を妨 げ、

第五 十五 条の五 十一

２

合 には、 合理的 に必要と 判断さ れる限 度で 、その行 為を制 止し、 その行

（ 新設）

（ 新設）
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３

為をす る者を 拘束し 、その 他その 行為を 抑止する ため必 要な 措置を とる

被収 容者に 危害を加 え、又 は正に 加えよ うとす るとき 。

場で、 援助し 、あお り、又 は唆す とき。

被収 容者の 逃走又は 入国 者収容 所等の 職員の職 務執行 の妨害 を、 現

理局 から退 去しな いとき。

入国 警備官 の要 求を受け たのに 入国者 収容所 又は地 方出入 国在留 管

員の 職務の 執行を 妨げ、 又はこ れらの 行為を正 にしよ うとす ると き。

入 国者収 容所等 に侵入し 、その 設備 を損壊し 、入国 者収容 所等の 職

こと ができ る。
一

二

三

四

前 二項の 措置に 必要な警 備用 具につ いては 、法務省 令で定 める。

（ 捕縄及 び手錠 の使 用）
入国 警備官 は、 被収容 者を護送 する場 合又は 被収容

二

一

入国 者収 容所等 の設備、 器具そ の他の 物を損 壊する こと。

自身を 傷つけ 、又は 他人に 危害を 加える こと。

逃 走する こと。

捕縄及 び手錠 の制式は 、法務 省令 で定め る。

三

。

法務省 令で定 めると ころに より、 捕縄又 は手錠 を使用 するこ とがで きる

者 が次の 各号の いずれ かに該 当する 行為を するおそ れがあ る場 合には 、

第五 十五条 の五十 二

２

入国警備 官は、 被収 容者が 次の各号 のいず れかに 該

（保護 室等へ の収 容）
第 五十五 条の五 十三

（新 設）

（ 新設）
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２

３

４

５

当する 場合に は、入 国者収 容所長 等の命 令により 、その 者を 保護室 又は
法務 大臣が 定め る基準を 満たす 単独室 （以下 この条 及び第 五十五 条の七
十四第 一項第 三号に おいて「 保護室 等」 という。 ）に収 容する ことが で

一
次のイ からハ までのい ずれか に該当 する 場合にお いて、 入国者 収容

自身 を傷つ ける おそれが あると き。

きる 。

二

ロ

イ

入 国者収 容所等の 設備、 器具 その他 の物を損 壊し、 又は汚 損する

他人 に危害 を加える おそれ がある とき。

入 国警備 官の制 止に従 わず、 大声又 は騒音を 発す るとき 。

所 等の規 律及び 秩序を維 持す るため 特に必 要がある とき。

ハ
おそ れがあ るとき 。

前項 に規定 する 場合にお いて、 入国者 収容所 長等の 命令を 待つい とま
がな いとき は、入 国警備官 は、そ の命 令を待 たないで 、その 被収容 者を
保 護室等 に収容 するこ とがで きる。 この場 合には、 速やか に、 その旨 を
入国者 収容所 長等に 報告し なけれ ばなら ない。
保護 室等へ の収容 の期間は 、二十 四時間 以内 とする。 ただし 、特に 継
続の必 要があ る場合 には、 入国者 収容所 長等は、 二十四 時間ご とに これ
を更 新する ことが できる 。
入国 者収 容所長 等は、前 項の期 間中で あつて も、保 護室等 への収 容の
必要 がなく なつた ときは、 直ちに その 収容を 中止させ なけれ ばなら ない
。
被 収容者 を保 護室等に 収容し 、又は その収 容の期 間を更 新した 場合に
は 、入国 者収容 所長等は 、速や かに、 その 被収容者 の健康 状態に ついて

- 83 -

６

、医師等職員又は入国者収容所長等が委嘱する医師等の意見を聴かな
けれ ばなら ない。
保護 室の構 造及び 設備の 基準は 、法務 省令で 定める。

（災 害時 の避難 及び解放 ）
入国 者収容 所長等 は、地 震、火災 その他 の災 害に際

前項の 規定に より 解放され た者は 、避難 を必要 とする 状況が なくな つ

する。

を 避難さ せるた め適当な 場所に 護送す るこ とができ ない場 合も、 同様と

。地震 、火災 その 他の災害 に際し 、入国 者収容 所等の 外にあ る被収 容者

国 者収容 所長等 は、そ の者を 入国者 収容所 等から解 放す ること ができ る

前項の 場合に おいて、 被収容 者を 護送す ることが できな いとき は、入

当 な場所 に護 送しな ければな らない 。

し、 入国者 収容所 等内に おいて 避難の 方法が ないと きは、 被収容 者を適

第五十 五条の 五十四

２

３

た 後速 やかに 、入国 者収容所 等又は 入国者 収容所 長等が 指定し た場所 に

入国者収 容所長 等は、 被収容 者に対 し、他 の者か ら

外 部交通

出頭 しなけ ればな らない。

第六節

（面会 の相手 方）
第五 十五条 の五 十五

面会の 申出が あつた ときは、 これを 許す ものとす る。た だし、 入国者 収
容所 等の規 律及び 秩序を 維持し 、又は 衛生を 保持する ため必 要が あると

（新設 ）

（新 設）

（新 設）
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認める ときは 、この 限りで ない。

（領事 官等以 外の者 との面会 の立会 い等 ）
入 国者収 容所長 等は、 その指名 する職 員に 、被収 容

一

被収 容者の 訴訟 代理人又 は弁護 人であ る弁護 士（依 頼によ りこれ ら

被収容 者の国 籍又は 市民権 の属す る国の 領事官

入国 者収容 所長等 は、前 項の規 定にか かわら ず、被収 容者 と次に 掲げ

の者 になろ うとす る弁護士 を含む 。）

二

とがで きる。

びに 録音 及び録 画（次項 におい て「立 会い等 」とい う。） をさせ ないこ

、又は 衛生を 保持す るため 必要が ないと 認める場 合に は、そ の立会 い並

画 させる ものと する。た だし 、入国 者収容 所等の規 律及び 秩序を 維持 し

者と の面会 に立ち 会わせ、 又はそ の面会 の状 況を録音 させ、 若しく は録

者 と次に 掲げる 者（ 以下この 節にお いて「 領事官 等」と いう。 ）以外 の

第五 十五条 の五十 六

２

る者と の面会 につい ては、 入国者 収容所 等の規 律及び 秩序を 害する 結果
を生 ずる おそれ があると 認める べき特 別の事 情があ る場合 を除き 、立会

自己に 対する 入国者収 容所長 等の 措置そ の他自己 が受け た処遇 に関

し 調査を 行う 国又は地 方公共 団体の 機関の 職員

自己に 対する 入国者 収容所 長等の 措置そ の他自 己が受 けた処 遇に関

い等を させて はなら ない。
一

二

し 弁護士 法（昭 和二十 四年法 律第二 百五号 ）第三条 第一 項に規 定する
職務を 遂行す る弁 護士

（新 設）
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入国者収 容所等 の職員 は、次 の各号 のいず れか（ 領

（面会 の一時 停止及 び終了 ）

二

一

ロ

イ

衛生 上の支 障があ る行為

入国者 収容所 等の規 律及び 秩序を 害する 行為

次 条第一 項の規定 による 制限 に違反 する行為

暗 号の使 用その 他の理 由によ つて、 入国者 収容所 等の職 員が理 解

犯 罪の実 行を共謀 し、 あおり 、又は 唆すもの

でき ない もの
ロ

入国者 収容所 等の規 律及び 秩序を 害する 結果を 生ずる おそれ のあ

入国者 収容所 長等は、 前項の 規定 により 面会が一 時停止 された 場合に

る もの

ハ

イ

る 内容の 発言を すると き。

被収容 者又は 面会の相 手方が 次の イから ハまでの いずれ かに該 当す

ハ

る行 為を すると き。

被 収容者 又は面 会の相 手方が 次のイ からハ までの いずれ かに該 当す

置 をとる ことが できる。

又は 面会の 相手方 に対し面 会の場 所から の退 出を命じ 、その 他必要 な措

こ とがで きる。 この 場合にお いては 、面会 の一時 停止の ため、 被収容 者

には 、その 行為若 しくは 発言を 制止し 、又は その面会 を一時 停止 させる

事官等 との面 会にあ つては、 第一号 ロ又 はハに限 る。） に該当 する場 合

第五 十五条 の五 十七

２

お いて、 面会を 継続さ せるこ とが相 当でな いと認め ると きは、 その面 会
を終わ らせる こと ができる 。

（ 新設）
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（面会 に関す る制限 ）
入国者収 容所長 等は、 被収容 者の面 会に関 し、法 務

前項 の規定 により 面会の 回数に ついて 制限を するとき は、そ の回 数は

るこ とがで きる。

等 の規律 及び秩 序の 維持、衛 生の保 持その 他管理 運営上 必要な 制限を す

時間 帯、面 会の時 間及び 回数そ の他面 会の態 様につい て、入 国者 収容所

省令で 定める ところ により、 面会の 相手 方の人数 、面会 の場所 、日及 び

第五 十五条 の五 十八

２

入 国者収 容所長 等は、 被収容者 に対 し、第 五十五 条

、面会 の相手 方一人 ごとに 一日に つき一 回を下回 つて はなら ない。

（発受 を許す 信書）
第五 十五条 の五十 九

の 六十一 の規定 によ り差し止 める場 合を除 き、他 の者と の間で 信書を 発
受す ること を許す ものとす る。

（信書 の検査 ）
入 国者収容 所長等 は、入 国者 収容所等 の規律 及び秩 序

次に掲 げる信 書につい ては、 前項 の検査 は、これ らの信 書に該 当する

る。

職員 に、被 収容者 が発受 する信 書につ いて、 検査を 行わせ ること ができ

の維持 その他 の理由 により 必要が あると 認める場 合には 、その 指名 する

第五 十五 条の六 十

２

こ とを確 認する ために 必要な 限度に おいて 行うもの とす る。た だし、 第
四号に 掲げる 信書 について 、入国 者収容 所等の 規律及 び秩序 を害す る結
果 を生ず るおそ れがある と認め るべき 特別 の事情が ある場 合は、 この限

（ 新設）

（新 設）

（ 新設）
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一
被 収容者 が国又 は地方公 共団体 の機 関から 受ける信 書

領事官 等か ら受ける 信書

りでな い。

二
被収容 者が自 己に対 する入 国者収 容所長 等の措置 その他 自己 が受け

書
被収 容者が 自己に対 する 入国者 収容所 長等の措 置その 他自己 が受 け

た 処遇に 関し調 査を行 う国又 は地方 公共団 体の機 関に対 して発 する信

三

四
た処遇 に関し 弁護士 法第三 条第一 項に規 定する職 務を 遂行す る弁護 士
（弁 護士 法人又 は弁護士 ・外国 法事務 弁護士 共同法 人を含 む。次 条第
二項に おいて 同じ。） との間 で発 受する 信書

入国 者収容 所長 等は、 前条の規 定によ る検査 の結果

（ 信書の 内容に よる 差止め等 ）
第五 十五条 の六十 一

、 被収容 者が発 受する 信書に ついて 、その 全部又は 一部が 次の 各号の い
ずれか に該当 する場 合には 、その 発受を 差し止 め、又 はその 該当箇 所を
削除 し、 若しく は抹消す ること ができ る。同 条第二 項各号 に掲げ る信書
につい て、こ れらの 信書に 該当す ること を確認す る過程 におい てそ の全
部又 は一部 が次の 各号の いずれ かに該 当する ことが 判明し た場合 も、同

発 受によ つて 、刑罰法 令に触 れるこ ととな り、又 は刑罰 法令に 触れ

き ない内 容のも のであ るとき 。

暗号の 使用そ の他の理 由によ つて 、入国 者収容所 等の職 員が理 解で

様 とする 。
一

二

る 結果を 生ずる おそれが あると き。

（新 設）
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２

三

四

五

発 受によ つて、 入国者 収容所 等の規 律及び 秩序を害 する 結果を 生ず
るお それが ある とき。
威 迫にわ たる記 述又は明 らかな 虚偽 の記述 があるた め、受 信者を 著
しく 不安に させ、 又は受 信者に 損害を 被らせる おそれ がある とき 。
受信 者を著 しく 侮辱する 記述が あると き。
前項の 規定に かかわら ず、被 収容者 が国 又は地方 公共団 体の機 関との

間 で発受 する信 書であつ てそ の機関 の権限 に属する 事項を 含むも の及 び
被収容 者が弁 護士と の間で 発受す る信書 であつて その 被収容 者に係 る弁
護士 法第 三条第 一項に規 定する 弁護士 の職務 に属す る事項 を含む ものに
ついて は、そ の発受 の差止め 又は その事 項に係る 部分の 削除若 しくは 抹
消は 、その 部分の 全部又 は一部 が前項 第一号 から第三 号ま でのい ずれか
に 該当す る場合 に限 り、これ を行う ことが できる 。

入国 者収容 所長等 は、法 務省令 で定め るとこ ろによ

（ 信書に 関する 制限）
第五十 五条の 六十二

り、 被収 容者が 発する信 書の作 成要領 、その 発信の 申請の 日及び 時間帯
並びに 被収容 者の信 書の発 受の方 法につ いて、入 国者収 容所等 の管 理運
営上 必要な 制限を するこ とがで きる。

信書の 発信に 要する 費用に ついて は、被 収容者 が負

（発 信に要 する費 用）
第 五十五 条の六 十三

担する ことが でき ない場合 におい て、入 国者収 容所長 等が発 信の目 的に
照 らし相 当と認 めるとき は、そ の全部 又は 一部を国 庫の負 担とす る。

（新設 ）

（ 新設）
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（発 受を差 し止 めた信書 等の取 扱い）
入国者 収容所 長等 は、第 五十五条 の六十 一の規 定に

前 二項の 規定に かかわ らず、 発受差 止信書 等の引 渡しに より入 国者収

等 を引き 渡すも のとす る。

ると ころに より、 その遺族 等に対 し、 その申 請に基づ き、発 受差止 信書

入国 者収容 所長 等は、被 収容者 が死亡 した場 合には 、法務 省令で 定め

信書 等」と いう。 ）をそ の者に 引き渡 すもの とする。

する信 書の全 部若し くは一部 又は 複製（ 以下この 章にお いて「 発受差 止

入国 者収容 所長等 は、被収 容者の 出所の 際、 前二項の 規定に より保 管

管する ものと する。

一 部を抹 消する 場合には 、そ の抹消 する部 分の複製 を作成 し、こ れを 保

入国者 収容所 長等は、 第五十 五条の 六十 一の規定 により 信書の 記述の

書 の一部 を削除 した 場合には その削 除した 部分を 保管す るもの とする 。

より 信書の 発受を 差し止 めた場 合には その信 書を、同 条の規 定に より信

第五十 五条の 六十四

２

３

４

５

容所 等の 規律及 び秩序の 維持に 支障を 生ずる おそれ がある ときは 、これ
を引き 渡さな いもの とする 。次に 掲げる 場合にお いて、 その引 渡し によ
り入 国者収 容所等 の規律 及び秩 序の維 持に支 障を生 ずるお それが あると

被 収容者 が、 第五十五 条の三 十五第 一項各 号のい ずれか に該当 する

と き。

出所し た被収 容者が、 出所後 に、 発受差 止信書等 の引渡 しを求 めた

き も、同 様と する。
一

二

場 合にお いて、 発受差止 信書等 の引渡 しを 求めたと き。

（新設 ）
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６

７

第 五十五 条の三 十四第 一項、 第五十 五条の 三十五第 一項 並びに 第五十
五条 の三十 六第 二項及び 第三項 の規定 は、被 収容者 に係る 発受差 止信書
等（前 項の規 定によ り引き渡 さない こと とされた ものを 除く。 ）につ い
て準 用する 。この 場合に おいて 、同条 第三項 中「第一 項の申 請」 とある
の は、「 第五十 五条 の六十四 第四項 の申請 」と読 み替え るもの とする 。
第五項 の規定 により引 き渡さ ないこ とと した発受 差止信 書等は 、次の

一

被収 容者が 第五十五 条の三 十五第 一項各 号のい ずれか に該当 するこ

被 収容者 の出所 又は死 亡の日

各 号に掲 げる日 から起算 して 三年を 経過し た日に、 国庫に 帰属す る。

二
ととな つた日

入国 者収容 所長 等は、 被収容者 がその 作成し た文書

（ 被収容 者作成 の文 書図画）
第五 十五条 の六十 五

図 画（信 書を除 く。） を他の 者に交 付する ことを申 請した 場合 には、 そ
の交付 につき 、被収 容者が 発する 信書に 準じて 検査そ の他の 措置を とる
こと がで きる。

（電 話等に よる通 信）
入国者 収容所 長等は 、被収 容者に 対し、 相当と 認め

第 五十五 条の 六十三の 規定は 、前項 の通信 につい て準用 する。

と を許す ことが できる 。

ると きは、 電話そ の他政令 で定め る電 気通信 の方法に よる通 信を行 うこ

第 五十五 条の 六十六

２

（新 設）

（新設 ）
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（通信 の確認 等）
入国者収 容所長 等は、 入国者 収容所 等の規 律及び 秩

第五十 五条の 五十七第 一項（ 第一号 イを 除く。） 及び第 二項の 規定は

せ 、又は その内 容を 記録させ ること ができ る。

る職 員に、 前条第 一項の 通信の 内容を 確認す るため、 その通 信を 受けさ

序の維 持その 他の理 由により 必要が ある と認める 場合に は、そ の指名 す

第五 十五条 の六 十七

２

次に掲 げる入 国者収 容所長 等の措 置に不 服があ る者

不服申立 て

、 前条第 一項の 通信につ いて 準用す る。

第七 節

（審 査の申 請）
第 五十五 条の六 十八

は、 書面で 、出入 国在留管 理庁長 官に 対し、 審査の申 請をす ること がで

一

第五 十五条 の七第二 項の規 定によ る書籍 等の閲 覧の禁 止

第 五十五 条の六 に規定 する宗 教上の 行為の 禁止又 は制限

き る。

二

第 五十五 条の二 十二の 規定に よる自 弁の物 品の使用 又は摂 取を 許さ

第五 十五条 の五十第 一項の 規定に よる 隔離

い処分 又は同 条第 四項の規 定によ る診療 の中止

第五 十五条 の四十 三第一 項の規 定によ る診療を 受け ること を許さ な

領置 されて いる物 品の交付 を許さ ない 処分

第五 十五 条の三 十一の規 定によ る保管 私物、 自ら保 管する 現金又 は

ない 処分

三

四

五

六

（ 新設）

（ 新設 ）

（ 新設）
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２

七

八

第 五十五 条の六 十一、 第五十 五条の 六十二 又は第五 十五 条の六 十五
の規 定によ る信 書の発受 又は文 書図画 の交付 の差止 め又は 制限
第 五十五 条の六 十四第五 項前段 の規 定によ る発受差 止信書 等の引 渡
しを しない 処分（ 同条第 三項の 規定に よる引渡 しに係 るもの に限 る。
）
前項の 規定に よる審査 の申請 （以下 この 節におい て単に 「審査 の申請

」 という 。）は 、これを 行う 者が自 らしな ければな らない 。

（審 査の 申請期 間）
審査の 申請 は、前 条第一 項に規定 する措 置の告 知が

入国 者収容 所長等 が誤つて 法定の 期間よ りも 長い期間 を審査 の申請 期

きる。

だ 日の翌 日から 起算し て一週 間以内 に限り 、審査の 申請を する ことが で

を得 ない理 由があ るときは 、同項 の規 定にか かわらず 、その 理由が やん

天災 その他 前項 の期間内 に審査 の申請 をしな かつた ことに ついて やむ

あつ た日の 翌日か ら起算 して三 十日以 内にし なければ なら ない。

第五十 五条の 六十九

２

３

間とし て教示 した場 合にお いて、 その教 示された 期間内 に審査 の申 請が
され たとき は、そ の審査 の申請 は、法 定の期 間内に された ものと みなす
。

行政不 服審査 法（平 成二十 六年法 律第六 十八号 ）第十

（ 行政不 服審査 法の準 用）
第五十 五条の 七十

五 条、第 十八条 第三項、 第十九 条第二 項及 び第四項 、第二 十二条 第一項

（新設 ）

（新 設）

- 93 -

及び第 五項、 第二十 三条、 第二十 五条第 一項、第 二項及 び第 六項、 第二
十六 条、第 二十 七条並び に第三 十九条 の規定 は、審 査の申 請につ いて準
用する 。この 場合に おいて、 同法第 二十 五条第二 項中「 審査請 求人の 申
立て により 又は職 権で」 とある のは、 「職権 で」と読 み替え るも のとす
る ほか、 必要な 技術 的読替え は、政 令で定 める。

（ 調査）
出入 国在留 管理庁 長官は 、職権 で、審 査の申 請に関

出 入国在 留管理 庁長官は 、前 項の調 査をす るため必 要があ るとき は、

して 必要 な調査 をするも のとす る。

第五十 五条の 七十一

２

入国 者収容 所長等 に対し 、報告 若しく は資料 その他の 物件 の提出 を命じ
、 又はそ の指名 する 職員をし て、審 査の申 請をし た者そ の他の 関係者 に
対し 質問を させ、 若しくは 物件の 提出 を求め させ、こ れらの 者が提 出し
た 物件を 留め置 かせ、 若しく は検証 を行わ せること ができ る。

（裁 決）
出入 国在留 管理庁 長官は 、審査の 申請を 受け たとき

行政 不服 審査法 第四十五 条第一 項及び 第二項 、第四 十六条 第一項 本文

は、 できる 限り九 十日以 内に裁 決をす るよう 努める ものと する。

第五十 五条の 七十二

２

及び 第二項 （第二 号を除く 。）、 第四 十七条 （ただし 書及び 第二号 を除
く 。）、 第四十 八条、 第五十 条第一 項及び 第三項、 第五 十一条 並びに 第
五十二 条第一 項及 び第二項 の規定 は、審 査の申 請の裁 決につ いて準 用す
る 。この 場合に おいて、 同法第 五十一 条第 三項中「 掲示し 、かつ 、その

（新設 ）

（新設 ）
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旨を官 報その 他の公 報又は 新聞紙 に少な くとも一 回掲載 して 」とあ るの
は、 「掲示 して 」と読み 替える ものと するほ か、必 要な技 術的読 替えは
、政令 で定め る。

（ 再審査 の申請 ）
審査 の申請 の裁決 に不 服がある 者は、 書面で 、法務

第五十 五条の 六十八 第二項 、第五 十五条 の六十九 第二 項、第 五十五 条

日から 起算し て三十 日以内に しな ければ ならない 。

申請 」と いう。 ）は、審 査の申 請につ いての 裁決の 告知が あつた 日の翌

前 項の規 定によ る再審 査の申 請（以 下この 節にお いて単 に「再 審査の

大 臣に対 し、再 審査の申 請を するこ とがで きる。

第五 十五条 の七十 三

２

３

の 七十一 及び前 条第 一項並び に行政 不服審 査法第 十五条 、第十 八条第 三
項、 第十九 条第二 項及び第 四項、 第二 十三条 、第二十 五条第 一項、 第二
項 及び第 六項、 第二十 六条、 第二十 七条、 第三十九 条、第 四十 六条第 一
項本文 及び第 二項（ 第二号 を除く 。）、 第四十 七条（ ただし 書及び 第二
号を 除く 。）、 第四十八 条、第 五十条 第一項 、第五 十一条 、第五 十二条
第一項 及び第 二項、 第六十 二条第 二項並 びに第六 十四条 第一項 から 第三
項ま での規 定は、 再審査 の申請 につい て準用 する。 この場 合にお いて、
同 法第二 十五 条第二 項中「審 査請求 人の申 立てに より又 は職権 で」と あ
るの は「職 権で」 と、同法 第五十 一条 第三項 中「掲示 し、か つ、そ の旨
を 官報そ の他の 公報又 は新聞 紙に少 なくと も一回掲 載し て」と あるの は
「掲示 して」 と読 み替える ものと するほ か、必 要な技 術的読 替えは 、政
令 で定め る。

（新 設）
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（出 入国在 留管 理庁長官 に対す る事実 の申告 ）
被収容 者は、 自己 に対す る入国者 収容所 等の職 員に

二

一

違法 又は不 当な保護 室等へ の収容

違 法又は 不当な 捕縄又 は手錠 の使用

身体 に対す る違法な 有形 力の行 使

第五 十五条 の六 十八第二 項、第 五十五 条の六 十九第 二項及 び第三 項並

起算 して三 十日以 内にし なけれ ばなら ない。

前 項の規 定によ る申告は 、そ の申告 に係る 事実があ つた日 の翌日 から

三

こと ができ る。

ろ により 、書面 で、 出入国在 留管理 庁長官 に対し 、その 事実を 申告す る

よる 行為で あつて 、次に 掲げる ものが あつた ときは、 政令で 定め るとこ

第五十 五条の 七十四

２

３

びに 第五十 五条の 七十一並 びに行 政不 服審査 法第十八 条第三 項、第 二十
二 条第一 項及び 第五項 、第二 十三条 、第二 十七条並 びに第 三十 九条の 規
定は、 第一項 の規定 による 申告に ついて 準用す る。こ の場合 におい て、
必要 な技 術的読 替えは、 政令で 定める 。

（通 知）
前条第 一項の 規定に よる申 告が適 法であ るとき は、

前条 第一項 の規定 による申 告が法 定の 期間経 過後にさ れたも のであ る

出所し たとき は、 この限り でない 。

そ の結果 をその 申告を した者 に通知 するも のとする 。た だし、 その者 が

出入 国在留 管理庁 長官は、 その申 告に 係る事 実の有無 につい て確認 し、

第 五十五 条の 七十五

２

（新設 ）

（新設 ）
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３

４

とき、 その他 不適法 である ときは 、出入 国在留管 理庁長 官は 、その 旨を
その 申告を した 者に通知 するも のとす る。こ の場合 におい ては、 前項た
だし書 の規定 を準用 する。
第五十 五条の 七十二 第一項 並びに 行政不 服審査法 第五十 条第 一項及 び
第 三項の 規定は 、前 二項の規 定によ る通知 につい て準用 する。 この場 合
にお いて、 必要な 技術的読 替えは 、政令 で定 める。
出入 国在留 管理庁 長官は 、前条 第一項 に規定 する事実 があつ たこ とを
確認し た場合 におい て、必 要があ ると認 めるとき は、 同様の 行為の 再発
の防 止の ため必 要な措置 その他 の措置 をとる ものと する。

（法 務大臣 に対す る事実 の申告 ）
被収容 者は、 前条第 一項又 は第二 項の規 定によ る通

第五十 五条の 六十八 第二項 、第五 十五条 の六十 九第二 項、第 五十五 条

受けた 日の翌 日から 起算し て三十 日以内 にしなけ ればな らない 。

前項 の規定 による 申告は、 前条第 一項又 は第 二項の規 定によ る通知 を

規定す る事実 を申告 するこ とがで きる。

と ころに より、 書面で 、法務 大臣に 対し、 第五十五 条の七 十四 第一項 に

知を 受けた 場合に おいて、 その内 容に 不服が あるとき は、政 令で定 める

第 五十五 条の七 十六

２

３

の 七十一 、第 五十五 条の七十 二第一 項並び に前条 第一項 、第二 項及び 第
四項 並びに 行政不 服審査法 第十八 条第 三項、 第二十三 条、第 二十七 条、
第 三十九 条及び 第五十 条第一 項の規 定は、 第一項の 規定 による 申告に つ
いて準 用する 。こ の場合に おいて 、必要 な技術 的読替 えは、 政令で 定め
る。

（ 新設 ）
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（法 務大臣 に対 する苦情 の申出 ）
被収容 者は、 自己 に対す る入国者 収容所 長等の 措置

法 務大臣 は、第 一項の 苦情の 申出を 受けた ときは 、これ を誠実 に処理

す る。

第五十 五条の 六十八第 二項の 規定は 、前 項の苦情 の申出 につい て準用

出 をする ことが でき る。

その 他自己 が受け た処遇 につい て、書 面で、 法務大臣 に対し 、苦 情の申

第五十 五条の 七十七

２

３

し、 処理 の結果 を当該苦 情の申 出をし た者に 通知し なけれ ばなら ない。
ただし 、その 者が出 所したと きは 、この 限りでな い。

（ 監査官 に対す る苦 情の申出 ）
被収 容者は 、自 己に対 する入国 者収容 所長等 の措置

前条 第三項 の規定 は、監 査官が 第一項 の苦情 の申出 を受け た場合 につ

国者 収容所 等の職 員を立ち 会わせ ては ならな い。

監査 官は 、口頭 による第 一項の 苦情の 申出を 受ける に当た つては 、入

する 。

第 五十五 条の六 十八第 二項の 規定は 、前項 の苦情の 申出に つい て準用

とい う。 ）に対 し、苦情 の申出 をする ことが できる 。

規定に より実 地監査 を行う 監査官 （以下 この節 におい て単に 「監査 官」

そ の他自 己が受 けた処 遇につ いて、 口頭又 は書面で 、第五 十五 条の九 の

第五 十五条 の七十 八

２

３

４

いて準 用する 。

（新設 ）

（新 設）
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（入国 者収容 所長等 に対す る苦情 の申出 ）
被収容者 は、自 己に対 する入 国者収 容所長 等の措 置

第五 十五条 の七十 七第三項 の規定 は、入 国者 収容所長 等が第 一項の 苦

等は、 その指 名する 職員に その内 容を聴 取させる こと ができ る。

被収 容者が 口頭で 第一項 の苦情 の申出 をする ときは、 入国者 収容 所長

する 。

第五 十五条 の六 十八第二 項の規 定は、 前項の 苦情の 申出に ついて 準用

に対 し、苦 情の申 出をす ること ができ る。

その他 自己が 受けた 処遇につ いて、 口頭 又は書面 で、入 国者収 容所長 等

第五 十五条 の七 十九

２

３

４
情の申 出を受 けた場 合につい て準 用する 。

（ 秘密申 立て）
入国者 収容所 長等 は、被 収容者が 審査の 申請等 （審査

第五 十五条 の六十 の規定 にかか わらず 、審査 の申請 等又は 苦情の 申出

らな い。

の 職員に 秘密 にする ことがで きるよ うに、 必要な 措置を 講じな ければ な

）を するに 当たり 、その 内容を 入国者 収容所 又は地 方出入 国在留 管理局

条の七 十七第 一項又 は第五 十五条 の七十 八第一項 の苦情 の申出 をい う。

。） をし 、又は 法務大臣 若しく は監査 官に対 する苦 情の申 出（第 五十五

条の七 十六第 一項の 規定に よる申 告をい う。次 項及び 次条に おいて 同じ

の 申請、 再審査 の申請 又は第 五十五 条の七 十四第一 項若し くは 第五十 五

第五 十五条 の八十

２

（第五 十五条 の七 十七第一 項、第 五十五 条の七 十八第 一項又 は前条 第一
項 の苦情 の申出 をいう。 次条に おいて 同じ 。）の書 面は、 検査を しては

（ 新設）

（新 設）
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ならな い。

入 国者収 容所又 は地方 出入国在 留管理 局の 職員は 、

（不利 益取扱 いの禁 止）
第五 十五条 の八十 一
被 収容者 が審査 の申 請等又は 苦情の 申出を したこ とを理 由とし て、そ の

死亡

入 国者収 容所長 等は、 被収容者 が死 亡した 場合に は

者に 対し、 不利益 な取扱い をして はなら ない 。

第八節

（死亡 の通知 ）
第五 十五条 の八十 二

、 法務省 令で定 める ところに より、 その遺 族等に 対し、 その死 亡の原 因
及び 日時並 びに交 付すべき 遺留物 又は 発受差 止信書等 がある ときは その
旨 を速や かに通 知しな ければ ならな い。

（死 体に 関する 措置）
被収 容者が 死亡し た場合 において 、その 死体 の埋葬

前項 に定め るもの のほか 、被収 容者の 死体に 関する 措置に ついて は、

、入 国者収 容所長 等が行う ものと する 。

三 年法律 第四 十八号 ）第九条 の規定 にかか わらず 、その 埋葬又 は火葬 は

又は 火葬を 行う者 がない ときは 、墓地 、埋葬 等に関 する法 律（昭 和二十

第五十 五条の 八十三

２

法務省 令で定 める 。

（新 設）

（新 設）

（新設 ）

（新設 ）
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第 五章の 三

出国命令

（ 出国命 令に係 る審査 ）
入国 警備官 は、容 疑者が 出国命 令対象 者に該 当する

第五 章の二

出 国 命令

入国警 備官は、 容疑者 が出国 命令対 象者に 該当す ると認

（ 出国命 令に係 る審査 ）
第五十 五条 の二

め るに足 りる相 当の理由 がある とき は、第 三十九条 の規定 にかか わらず

第五十 五条の 八十四
と認 める に足り る相当の 理由が あると きは、 第三十 九条第 一項の 規定に

、当該 容疑者 に係る 違反事 件を入 国審査 官に引 き継がな けれ ばなら ない

（略 ）

かかわ らず、 当該容 疑者に 係る違 反事件 を入国審 査官に 引き継 がな けれ

２～４

（ 出国命 令）
第五 十五条 の三

（略 ）

（出 国期限 の延長 ）

第五 十五 条の四

（出国 命令書 の方式 ）

（略）

。

（略 ）

（略 ）

ばな らない 。
２ ～４

（ 出国命 令）
第五十 五条の 八十 五

（略）

（出国 命令書 の方式 ）
第五 十五条 の八十 六

（出 国期限 の延長 ）

五条 の三第 一項の 規定によ り出国 命令 を受け た者から 、当該 出国命 令に

主 任審査官 は、法 務省令 で定め るとこ ろによ り、第 五十

五十五 条の 八十五 第一項の 規定に より出 国命令 を受け た者か ら、当 該出

係 る出国 期限内 に出国 するこ とがで きない 旨の申出 があつ た場 合には 、

第 五十五 条の五

国 命令に 係る出 国期限内 に出国 する ことが できない 旨の申 出があ つた場

船舶等 の運航 の都合 その他 その者 の責め に帰す ること ができ ない事 由が

主任審 査官は 、法務 省令で 定める ところ により 、第

合には 、船舶 等の運 航の都 合その 他その 者の責め に帰す るこ とがで きな

ある と認 めると きに限り 、当該 出国期 限を延 長する ことが できる 。

第 五十五 条の八 十七

い事 由があ ると 認めると きに限 り、当 該出国 期限を 延長す ること ができ
る。
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（出国 命令の 取消し ）
主任審査 官は、 第五十 五条の 八十五 第一項 の規定 に

主任 審査官は 、第五 十五 条の三 第一項の 規定に より出 国

（出国 命令の 取消し ）
第 五十五 条の六

命令を 受けた 者が同 条第三 項の規 定に基 づき付 された条 件に違 反し たと

第五 十五条 の八 十八
より出 国命令 を受け た者が同 条第三 項の 規定に基 づき付 された 条件に 違

きは 、当該 出国命 令を取 り消す ことが できる 。

（略 ）

（ 略）

反し たとき は、当 該出国 命令を 取り消 すこと ができる 。

２・３

第 五十七 条

（報 告の義 務）

（ 略）

（報 告の義 務）
第 五十七 条
（略 ）

項の許 可を受 けてい る者が 乗つて いると きは、 当該指定 旅客 船が出 入国

本邦 に入る 指定旅 客船の船 長は、 当該 指定旅 客船に第 十四条 の二第 二

項の規 定によ る許可 を受けて いる 者が乗 つている ときは 、当該 指定旅 客

港に 到着す る都度 、直ち に、そ の者の 氏名そ の他法 務省令 で定め る事項

４

船が 出入国 港に到 着する 都度、 直ちに 、その 者の氏名 その 他法務 省令で

を その 出入国 港の入 国審査官 に報告 しなけ れば ならない 。

て いる乗 員が乗 り組ん でいる ときは 、当該 船舶等 が出入 国港に 到着す る

本邦に 入る船 舶等の 長は、 当該船 舶等に 第十六条 第二項 の許可 を受 け

許 可を受 けてい る乗員 が乗り 組んで いると きは、当 該船舶 等が 出入国 港

都度、 直ち に、当 該乗員の 氏名そ の他法 務省令 で定め る事項 をその 出入

５

に到着 する都 度、直 ちに、 当該乗 員の氏 名その 他法務 省令で 定める 事項

国 港の入 国審査 官に報告 しなけ れば ならな い。

本邦に 入る船 舶等の長 は、当 該船 舶等に 第十六条 第二項 の規定 による

をそ の出 入国港 の入国審 査官に 報告し なけれ ばなら ない。

本 邦の出 入国港 から出 発する 指定旅 客船の 船長は、 当該 出入国 港の入

国審 査官の 要求 があつた ときは 、第十 四条の 二第一 項又は 第二項 の許可

本 邦の出 入国港 から出 発する 指定旅 客船の 船長は、 当該出 入国 港の入
国審 査官の 要求が あつた ときは 、第十 四条の 二第一 項又は 第二項 の規定

を受け た者が その指 定旅客船 に帰船 して いるか どうかを 報告し なけれ ば

６

定 める事 項をそ の出 入国港の 入国審 査官に 報告し なけれ ばなら ない。

本邦 に入る 指定旅 客船の船 長は、 当該指 定旅 客船に第 十四条 の二第 二

２・３
４

５

６

に よる許 可を 受けた 者がその 指定旅 客船に 帰船し ている かどう かを報 告

よ り、当 該報告 をしなけ れば ならな い。こ の場合に おいて 、当該 者が 、

前項の 規定に より報 告を求め られた 者は 、法務省 令で定 めると ころに

（略）

なら ない。

９

７ ・８

しな ければ ならな い。
（略）

前 項の規 定に より報告 を求め られた 者は、 法務省 令で定 めると ころに

７ ・８
９

よ り、当 該報告 をしなけ ればな らない 。こ の場合に おいて 、当該 者が、
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する ことが でき る状態に 置く措 置であ つて法 務省令 で定め るもの を講じ

当該報 告に代 えて、 入国審 査官が 電磁的 記録を利 用して その 情報を 閲覧

を利用 してそ の情報 を閲覧 するこ とがで きる状 態に置く 措置で あつ て法

録 であつ て、電 子計算機 による 情報処 理の 用に供さ れるも のをい う。）

当該報 告に代 えて、 入国審 査官が 電磁的 記録（ 電磁的 方式で 作られ る記

第 五十九 条

（ 略）

（送 還の義 務）

務省 令で定 めるも のを講 じたと きは、 当該報 告をした ものと みな す。

たとき は、当 該報告 をしたも のとみ なす 。

（送 還の義 務）
（ 略）

前 項の場 合に おいて 、当該運 送業者 は、そ の外国 人を同 項に規 定する

船 舶等に より送 還するこ とがで きない とき は、その 責任と 費用で 、すみ

２

船舶 等に より送 還するこ とがで きない ときは 、その 責任と 費用で 、速や

主任審 査官は 、前 二項の規 定にか かわら ず、こ れらの 規定に より船 舶

やかに 他の船 舶等に より送 還しな ければ ならな い。
３

等 の長 又はそ の船舶 等を運航 する運 送業者 が負 うべき責 任と費 用の負 担

主任審 査官は 、前二 項の規 定にか かわら ず、これ らの 規定に より船 舶

かに他 の船舶 等によ り送還し なけ ればな らない。

前 項の場 合にお いて、 当該運 送業者 は、そ の外国 人を同 項に規 定する

第 五十九 条
２

３

等 の長又 はその 船舶 等を運航 する運 送業者 が負う べき責 任と費 用の負 担

のう ち、第 十三条 の二第一 項の 規定に よりと どまるこ とがで きる場 所と

し て法務 省令で 定める 施設（ 第六十 一条の 七の六 におい て「出 国待機 施

のう ち、出 国待機 施設にと どめて おく ことに 伴うもの につい ては、 有効
な 旅券で 日本国 領事官 等の査 証を受 けたも のを所持 する外 国人 に係る も

設」と いう 。）の 指定を受 けてい る第一 項第一 号に該 当する 外国人 を当

（事 実の調 査）

法 務大臣又 は出入 国在留 管理庁 長官は 、在留 資格認 定証

限り 、その 全部又 は一部 を免除 するこ とがで きる。

券で日 本国領 事官等 の査証 を受け たもの を所持 する外国 人に係 るも のに

該指 定に 係る施 設にとど めてお くこと に伴う ものに ついて は、有 効な旅

のに限 り、そ の全部 又は一 部を免 除する ことが できる 。

（事 実の調 査）

第 五十九 条の二

明書 の交付 、第九 条第八項 の規定 による 登録 （同項第 一号ハ に該当 する

法務 大臣又 は出入 国在留 管理庁 長官は 、在留 資格認 定証

明書の 交付、 第九 条第八項 の登録 （同項 第一号 ハに該 当する 者に係 るも

者 に係る ものに 限る。） 又は 第十二 条第一 項、第十 九条第 二項、 第二 十

第 五十九 条の二

の に限る 。）又 は第十二 条第一 項、第 十九 条第二項 、第二 十条第 三項本
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第一項 の規定 による 許可に 関する 処分を 行うため 必要 がある 場合に は入

条 の四第 一項の 規定によ る在 留資格 の取消 しに関す る処分 又は第 五十 条

可に 関する 処分を 行うため 必要が ある場 合に は入国審 査官に 、第二 十二

六 十一条 の二の 五第 一項若し くは第 六十一 条の二 の十四 の規定 による 許

合を 含む。 ）にお いて準 用する 場合を 含む。 ）、第二 十六条 第一 項、第

条第二 項（第 二十二 条の二第 四項（ 第二 十二条の 三にお いて準 用する 場

む。 ）にお いて 準用する 場合を 含む。 ）、第 二十一 条第三 項、第 二十二

文（第 二十二 条の二 第三項 （第二 十二条 の三にお いて準 用す る場合 を含

要があ る場合 には 入国審査 官又は 入国警 備官に 、それ ぞれ事 実の調 査を

条 の四第 一項の 規定に よる在 留資格 の取消 しに関す る処 分を行 うため 必

可に 関する 処分を 行うため 必要 がある 場合に は入国審 査官に 、第二 十二

第 一項、 第五 十条第 一項若し くは第 六十一 条の二 の十一 の規定 による 許

準用 する場 合を含 む。） におい て準用 する場 合を含 む。） 、第二 十六条

、第二 十二条 第二項 （第二 十二条 の二第 四項（ 第二十二 条の三 にお いて

る 場合を 含む。 ）におい て準用 する場 合を 含む。） 、第二 十一条 第三項

条第三 項本文 （第二 十二条 の二第 三項（ 第二十 二条の 三にお いて準 用す

（ 略）

（難 民の認 定）

２・ ３

さ せるこ とがで きる。

（ 略）

国審 査官 又は入 国警備官 に、そ れぞれ 事実の 調査を させる ことが できる
。
２・ ３

（難 民の認 定等）

法務 大臣は 、本邦 にある 外国人 から法 務省令 で定め る手

続によ り申 請があ つたとき は、そ の提出 した資 料に基 づき、 その者 が難

第 六十一 条の二

続によ り難民 である 旨の認 定の申 請があ つたと きは、 その提 出した 資料

民 である 旨の認 定（以下 「難民 の認 定」と いう。） を行う ことが できる

法務 大臣は 、本邦 にある 外国人 から法務 省令 で定め る手

に基 づき 、その 者が難民 である 旨の認 定（以 下「難 民の認 定」と いう。

（新 設）

（新 設）

。

法 務大臣 は、 第一項の 申請を した外 国人に ついて 難民の 認定を しない

護 対象者 の認定 」とい う。） を行う ことが できる。

に基 づき、 その者 が補完的 保護対 象者 である 旨の認定 （以下 「補完 的保

的 保護対 象者 である 旨の認定 の申請 があつ たとき は、そ の提出 した資 料

法務大 臣は、 本邦に ある外 国人か ら法務 省令で 定める 手続に より補 完

）を行 うこと ができ る。

第 六十一 条の二

２

３

処 分をす る場合 において 、当該 外国人 が補 完的保護 対象者 に該当 すると
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４

５

認める ときは 、補完 的保護 対象者 の認定 を行うこ とがで きる 。

法務 大臣は 、難民 の認定を したと きは 、法務 省令で定 める手 続によ り

、当該 外国人 に対し 、難民 認定証 明書を 交付し 、その認 定をし ない とき

２

ときは 、法務 省令で 定める手 続によ り、 当該外国 人に対 し、難 民認定 証

は、 当該外 国人に 対し、 理由を 付した 書面を もつて 、その 旨を通 知する

法務大 臣は 、第一 項の申請 をした 外国人 につい て、難 民の認 定をし た

明書 を交付 し、そ の認定 をしな い処分 をした ときは、 当該外 国人 に対し
。

（ 在留 資格に 係る許 可）

（新 設）

、 理由を 付した 書面 をもつて 、その 旨を通 知する 。
法務大 臣は、 第一項の 申請又 は第二 項の 申請をし た外国 人につ いて、
補 完的保 護対象 者の認定 をし たとき は、法 務省令で 定める 手続に より 、
当該外 国人に 対し、 補完的 保護対 象者認 定証明書 を交 付し、 同項の 申請
があ つた 場合に おいてそ の認定 をしな い処分 をした ときは 、当該 外国人
に対し 、理由 を付し た書面を もつ て、そ の旨を通 知する 。

（ 在留資 格に係 る許 可）

法 務大臣 は、前 条第一 項の規定 により 難民の 認定 を

す る場合 であつ て、同 項の申 請をし た外国 人が在 留資格 未取得 外国人 （

第六 十一条 の二の 二

定 をする 場合で あつて 、前条 第一項 又は第 二項の申 請をし た外 国人が 在

別表第 一又 は別表 第二の上 欄の在 留資格 をもつ て本邦 に在留 する者 、一

法務 大臣は 、難 民の認 定又は補 完的保 護対象 者の認

留資格 未取得 外国人 （別表 第一又 は別表 第二の 上欄の 在留資 格をも つて

時 庇護の ための 上陸の許 可を受 けた 者で当 該許可書 に記載 された 期間を

第六 十一条 の二の 二

本邦 に在 留する 者、一時 庇護の ための 上陸の 許可を 受けた 者で当 該許可

経過し ていな いもの 及び特 別永住 者以外 の者を いう。以 下同 じ。） であ

本邦 に上陸 した日（ 本邦に ある間 に難民 となる 事由が 生じた 者にあ

ひ

書に記 載され た期間 を経過 してい ないも の及び特 別永住 者以外 の者 をい

ると きは、 当該 在留資格 未取得 外国人 が次の 各号の いずれ かに該 当する

ひ

う。 以下同 じ。） である ときは 、当該 在留資 格未取 得外国 人が次 の各号

場合を 除き、 その者 に定住者 の在留 資格 の取得 を許可す るもの とする 。

一

の いずれ かに 該当す る場合を 除き、 その者 に定住 者の在 留資格 の取得 を
許可 するも のとす る。
（ 削る）

つては 、その 事実 を知つた 日）か ら六月 を経過 した後 前条第 一項の 申

請 を行つ たもの であると き。た だし、 やむ を得ない 事情が ある場 合を
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（削 る）

一 ・二

（略）
２

３

二

除く。

に規 定する 理由に よつて

本邦 にある 間に難民 となる 事由が 生じ た場合を 除き、 その者 の生命

、身体 又は身 体の自由 が難民 条約第 一条 Ａ

（略 ）

害さ れるお それの あつた 領域か ら直接 本邦に 入つたも のでな いと き。
三 ・四

法務大 臣は、 前条第 一項の 申請を した在 留資格未 取得外 国人に つい て

、 難民の 認定を しない処 分を すると き、又 は前項の 許可を しない とき は

、当該 在留資 格未取 得外国 人の在 留を特 別に許 可すべ き事情 がある か否

かを 審査 するも のとし、 当該事 情があ ると認 めると きは、 その在 留を特
別に許 可する ことが できる。

在 留管理 庁長官 に、 当該外国 人に対 し、そ の旨を 通知さ せるも のとす る

る。 この場 合にお いて、そ の通 知は、 出入国 在留管理 庁長官 が、入 国審

国 在留 管理庁 長官に 、当該外 国人に 対し、 その 旨を通知 させる ものと す

法務大 臣は、 前二 項の規定 による 許可を するこ ととし たとき は、出 入

。こ の場合 におい て、その 通知は 、出 入国在 留管理庁 長官が 、入国 審査

（略）

査 官に、 次の各 号に掲 げる区 分に応 じ、当 該各号 に定め る措置 をとら せ

一 ・二

官 に、次 の各号 に掲げ る区分 に応じ 、当該 各号に定 める措 置を とらせ る

（略）

第 一項又 は第二 項の規 定によ る法務 大臣の 許可は、 それ ぞれ前 項各号

に定 める措 置が あつた時 に、そ の効力 を生ず る。

、当 該在留 資格未 取得外 国人が 仮上陸 の許可 又は第三 章第四 節の 規定に

法 務大臣 は、第 一項又は 第二項 の規 定によ る許可を する場 合にお いて

資格 未取得 外国人 が仮上陸 の許可 又は 第三章 第四節の 規定に よる上 陸の

よ る上陸 の許可 を受 けている ときは 、当該 仮上陸 の許可 又は上 陸の許 可

５

許 可を受 けてい るとき は、当 該仮上 陸の許 可又は上 陸の 許可を 取り消 す

を取 り消す ものと する。

法務 大臣 は、第 一項の規 定によ る許可 をする 場合に おいて 、当該 在留

た時 に、そ の効力 を生ず る。

第 一項の 規定に よる法 務大臣 の許可 は、前 項各号に 定める 措置 があつ

一・ 二

ること によ り行う ものとす る。

４

ことに より行 うもの とする 。

法務大 臣は、 前項の 規定に よる許 可をす ることと した ときは 、出入 国

（削 る）

２

３

４

ものと する。
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(2)

く退 去強制 の手続 を含む 。第六 十一条 の二の 九におい て同じ 。） におい

続く第 五章に 規定す る退去強 制の手 続（ 第六十三 条第一 項の規 定に基 づ

定を 受けて いる 外国人（ 難民の 認定又 は補完 的保護 対象者 の認定 に引き

） の規定 によ る定住 者の在留 資格の 取得の 申請が あつた ときは 、第二 十

第二 十二条 の二第 二項（ 第二十 二条の 三にお いて準 用する 場合を 含む。

二項の 規定に よる定 住者の 在留資 格への 変更の 申請があ つたと き、 又は

第 二項の 許可に より在留 資格を 取得し た者 を除く。 ）から 、第二 十条第

法 務大臣は 、難民 の認定 を受け ている 外国人 （前条

て 第五十 条第一 項の 規定によ る許可 （第六 十三条 第一項 の規定 に基づ く

条第 三項本 文（第 二十二条 の二 第三項 （第二 十二条の 三にお いて準 用す

第六十 一条の 二の三

退去 強制の 手続に おいて第 五十条 第一項 の規 定に準じ て行わ れる許 可を

る 場合を 含む。 ）にお いて準 用する 場合を 含む。） の規 定にか かわら ず

法務 大臣は 、難民 の認定 又は補完 的保 護対象 者の認

含 む。） により 在留資格 を取 得した 者を除 く。）か ら、第 二十条 第二 項

、当該 外国人 が前 条第一項 第一号 に該当 する場 合を除 き、こ れを許 可す

第六十 一条の 二の三

の規定 による 定住者 の在留 資格へ の変更 の申請が あつ たとき 、又は 第二

る ものと する。

（仮滞 在の 許可）

法務大臣 は、 在留資 格未取 得外国人 から第 六十一 条

十二 条の 二第二 項（第二 十二条 の三に おいて 準用す る場合 を含む 。）の
規定に よる定 住者の 在留資格 の取 得の申 請があつ たとき は、第 二十条 第
三項 本文（ 第二十 二条の 二第三 項（第 二十二 条の三に おい て準用 する場
合 を含む 。）に おい て準用す る場合 を含む 。）の 規定に かかわ らず、 こ
れを 許可す るもの とする。

（仮滞 在の許 可）

第 六十一 条の二 の四

の二第 一項の 申請が あつた ときは 、当該 在留資 格未取得 外国 人が次 の各

法務大臣 は、在 留資格 未取 得外国人 から第 六十一 条

の二第 一項又 は第二 項の申 請があ つたと きは、当 該在留 資格未 取得 外国

号の いずれ かに 該当する 場合を 除き、 その者 に仮に 本邦に 滞在す ること

第六 十一 条の二 の四

人が 次の各 号のい ずれか に該当 する場 合を除 き、そ の者に 仮に本 邦に滞

こと が明ら かであ るとき。

第六 十一条 の二 の二第一 項第一 号又は 第二号 のいず れかに 該当す る

（ 略）

を許可 するも のとす る。

六

一～ 五

在 するこ とを 許可す るものと する。
（ 略）

本邦 に上陸 した日 （本邦 にある 間に難 民又は補 完的 保護対 象者と な

一～ 五
六

る事由 が生じ た者 にあつて は、そ の事実 を知つ た日） から六 月を経 過
し た後第 六十一 条の二第 一項又 は第二 項の 申請を行 つたも のであ るこ
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２

３

４

七

に規定 する理 由に よ

本邦 にある 間に補完 的保 護対象 者とな る事由が 生じた 場合を 除き

とき 。

つ て害さ れるお それの あつた 領域か ら直接本 邦に 入つた もので ある

命、 身体又 は身体の 自由 が難民 条約第 一条Ａ

本 邦にあ る間に難 民とな る事由 が生 じた場合 を除き 、その 者の生

次のイ 又は ロのいず れにも 該当し ないこ とが明 らかで あると き。

とが明 らかで あると き（や むを得 ない事 情がある ときを 除く 。）。

イ

ロ
、その 者が迫 害を受 けるお それの あつた 領域から 直接 本邦に 入つた

（略 ）

もの であ るとき 。
八～十

２

（ 新設）

七～九

（略 ）

法務大 臣は、 前項 の許可を する場 合には 、法務 省令で 定める ところ に

よ り、 当該許 可に係 る滞在期 間（以 下「仮 滞在 期間」と いう。 ）を決 定

法務大 臣は、 前項の 規定に よる許 可をす る場合に は、 法務省 令で定 め
る ところ により 、当 該許可に 係る滞 在期間 （以下 「仮滞 在期間 」とい う

記 載した 仮滞在 許可書 を交付 させる ものと する。 この場 合にお いて、 そ

し、 入国審 査官に 、当該在 留資 格未取 得外国 人に対し 当該仮 滞在期 間を

滞 在期間 を記載 した仮 滞在許 可書を 交付さ せるもの とする 。こ の場合 に

によ り、当 該在 留資格未 取得外 国人に 対し、 住居及 び行動 範囲の 制限、

法 務大臣 は、第 一項の 許可を する場 合には 、法務省 令で 定める ところ

生 ずる。

の許可 は、 当該交 付のあつ た時に 、その 記載さ れた内 容をも つて効 力を

つて 効力 を生ず る。

おいて 、その 許可は 、当該 交付の あつた 時に、 その記 載され た内容 をも

。） を決定 し、入 国審査官 に、当 該在 留資格 未取得外 国人に 対し当 該仮

３

める ところ により 、当該 在留資 格未取 得外国 人に対 し、住 居及び 行動範

活動の 制限、 呼出し に対する 出頭の 義務 その他 必要と認 める条 件を付 し

法 務大臣 は、第 一項の 規定に よる許 可をす る場合に は、法 務省 令で定

囲 の制限 、呼 出しに 対する出 頭の義 務その 他必要 と認め る条件 を付し 、

。

請 があつ たとき は、これ を許 可する ものと する。こ の場合 におい ては 、

法務大 臣は、 第一項 の許可を 受けた 外国 人から仮 滞在期 間の更 新の申

、か つ、必 要があ ると認 める場 合は、 指紋を 押なつさ せるこ とが できる

４

かつ 、必要 がある と認める 場合は 、指 紋を押 なつさせ ること ができ る。

法 務大臣 は、 第一項の 規定に よる許 可を受 けた外 国人か ら仮滞 在期間
の 更新の 申請が あつたと きは、 これを 許可 するもの とする 。この 場合に

- 108 -

(2 )

５

おいて は、第 二項の 規定を 準用す る。

第二項 の規定 を準用 する。

第一 項の許 可を受 けた外国 人が次 の各 号に掲 げるいず れかの 事由に 該

当する ことと なつた ときは 、当該 外国人 に係る 仮滞在期 間（前 項の 規定

５

ずれか に該当 するこ ととなつ たとき は、 当該外国 人に係 る仮滞 在期間 （

によ り更新 された 仮滞在 期間を 含む。 以下同 じ。） は、当 該事由 に該当

第一項 の規 定によ る許可を 受けた 外国人 が次の 各号に 掲げる 事由の い

前項 の規定 により 更新さ れた仮 滞在期 間を含 む。以下 同じ。 ）は 、当該

難民の 認定を しない処 分に つき第 六十一 条の二の 九第一 項の審 査請

す ること とな つた時 に、その 終期が 到来し たもの とする 。
一

求 がなく て同条 第二項 の期間 が経過 したこ と。

難民 の認定 をしない 処分に つき第 六十 一条の二 の九第 一項の 審査請

求があ つた場 合にお いて、 当該審 査請求 が取り下 げられ 、又 はこれ を

二

につき 第六十 一条の二 の十二 第一 項の審 査請求が あつた 場合に おいて

四

第六十 一条 の二第一 項の申 請が取 り下げ られた こと。

次条 の規定 により第 一項の 許可 が取り 消された こと。

（ 新設）

五

第 二項の 許可を しない 処分が あつた こと。

難民の 認定が された場 合に おいて 、第六 十一条の 二の二 第一項 及び

却下 し若し くは棄 却する 旨の裁 決があ つたこ と。

旨 の裁決 があつ たこと 。
難民の 認定又 は補完的 保護対 象者 の認定 がされた 場合に おいて 、第
六 十一条 の二の 二第一 項の規 定によ る許可 をしない 処分が あつ たこと
。
第六 十一条 の二の六 の規定 により 第一項 の規定 による 許可が 取り消
された こと。
第六十 一条の 二第一 項又は 第二項 の申請 が取り 下げら れたこ と。

三

、当 該審査 請求が 取り下 げられ 、又は これを却 下し若 しく は棄却 する

難民 の認定 をしない 処分又 は補完 的保護 対象者 の認定 をしな い処分

期間が 経過し たこと 。

に つき第 六十一 条の二の 十二 第一項 の審査 請求がな くて同 条第二 項の

難民の 認定を しない処 分又は 補完的 保護 対象者の 認定を しない 処分

事 由に該 当する こと となつた 時に、 その終 期が到 来した ものと する。
一

二

三

四

五

法務大 臣は、 前条第 一項の 規定に よる許 可を受 けた

（仮 滞在の 許可を 受けた者 の在留 資格 の取得 ）
第 六十一 条の二 の五

外国人 に対し 、当 該外国人 が次の 各号の いずれ かに該 当する ときは 、法
務 省令で 定める ところに より、 在留資 格の 取得を許 可する ことが できる
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２

３

。ただ し、当 該外国 人が無 期若し くは一 年を超え る懲役 若し くは禁 錮に
処せ られた 者（ 刑の全部 の執行 猶予の 言渡し を受け た者及 び刑の 一部の
執行猶 予の言 渡しを 受けた者 であつ てそ の刑のう ち執行 が猶予 されな か
つた 部分の 期間が 一年以 下のも のを除 く。） 又は第二 十四条 第三 号の二
、 第三号 の三若 しく は第四号 ハ若し くはオ からヨ までの いずれ かに該 当
する と疑う に足り る相当の 理由が ある者 であ る場合は 、当該 外国人 に対
し 、在留 資格の 取得を許 可し ないこ とが人 道上の配 慮に欠 けると 認め ら

かつ て日本 国民とし て本邦 に本籍 を有し たこと がある とき。

れる特 別の事 情があ ると認 めると きに限 る。
一

人 身取引 等によ り他人の 支配 下に置 かれて本 邦に在 留する もので あ

その 他法務 大臣 が在留資 格の取 得を許 可すべ き事情 がある と認め る

ると き。

二

三
とき 。

法務 大臣は 、前項 の規定 による 許可を するか どうかの 判断 に当た つて
は、当 該外国 人につ いて、 在留を 希望す る理由 、家族 関係、 素行、 本邦
に入 国す ること となつた 経緯、 本邦に 在留し ている 期間、 その間 の法的
地位、 在留資 格未取 得外国 人とな つた経 緯及び人 道上の 配慮の 必要 性を
考慮 するほ か、内 外の諸 情勢及 び本邦 におけ る不法 滞在者 に与え る影響
そ の他の 事情 を考慮 するもの とする 。
第二十 条第四 項及び第 五項の 規定 は、第 一項の規 定によ る許可 につい
て 準用す る。

（ 仮滞在 の許可 の取消し ）

（ 仮滞在 の許可 の取消 し）
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法務 大臣は 、第六 十一条 の二の四 第一 項の規 定によ

第六十 一条の 二の五

法 務大臣は 、前条 第一項 の許可 を受け た外国 人につ

い て、次 の各号 に掲げる いずれ かの事 実が 判明した ときは 、法務 省令で

第六十 一条の 二の六
る許 可を受 けた 外国人に ついて 、次の 各号に 掲げる 事実の いずれ かが判

定める 手続に より、 当該許 可を取 り消す ことが できる。

前条 第一 項の許 可を受け た当時 同項第 四号か ら第八 号まで のいず れ

明した ときは 、法務 省令で定 める手 続に より、当 該許可 を取り 消すこ と

一

かに 該当し ていた こと。

前条 第一項 の許可 を受け た後に 同項第 五号又は 第七 号に該 当する こ

前条 第三項 の規定に 基づき 付され た条 件に違反 したこ と。

二

三

不正に 難民の 認定を 受ける 目的で 、偽造 若しく は変造 された 資料若

ととな つたこ と。

四

し くは 虚偽の 資料を提 出し、 又は虚 偽の陳 述をし 、若し くは関 係人に

不正に 難民の 認定又 は補完 的保護 対象者 の認定を 受け る目的 で、偽

こと。

第六 十一条 の二の四 第三項 の規定 に基づ き付さ れた条 件に違 反した

号又は 第八号 に該当 するこ ととな つたこ と。

第六 十一条 の二の四 第一 項の規 定によ る許可を 受けた 後に同 項第 五

号か ら第九 号まで のいずれ かに該 当して いたこ と。

第六 十一条 の二 の四第一 項の規 定によ る許可 を受け た当時 同項第 四

がで きる。
一

二

三

四

造 若しく は変造 された 資料若 しくは 虚偽の 資料を 提出し 、又は 虚偽の

虚偽 の陳述 をさせ たこと。
五

陳述 をし、 若しく は関係人 に虚偽 の陳 述をさせ たこと 。
（略 ）

（新設 ）

（略 ）

五

次 条第一 項の規 定に違 反する 活動を 行つた こと。

（新 設）

六

（活動 の範囲 ）
第 六十一 条の二 の四第 一項の 規定に よる許 可を受 け

法 務大臣 は、 第六十一 条の二 の四第 一項の 規定に よる許 可を受 けた外

る 許可を 受けて 行う場 合は、 この限 りでな い。

つて はなら ない。 ただし、 報酬を 受け る活動 について 、次項 の規定 によ

た 外国人 は、 収入を 伴う事業 を運営 する活 動又は 報酬を 受ける 活動を 行

第六 十一条 の二の 七

２

国 人が生 計を維 持するた めに必 要な範 囲で 行う報酬 を受け る活動 につい
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３

４

て、そ の者の 申請が あつた 場合に 、相当 と認める ときは 、こ れを行 うこ
とを 許可す るこ とができ る。こ の場合 におい て、法 務大臣 は、当 該許可
に必要 な条件 を付す ることが できる 。
法務大 臣は、 前項の 規定に よる許 可をし たときは 、法務 省令 で定め る
と ころに より、 第六 十一条の 二の四 第二項 に規定 する仮 滞在許 可書に そ
の旨 及び当 該許可 に付され た条件 を記載 する ものとす る。
法務 大臣は 、第二 項の規 定によ る許可 を受け た外国人 が同項 の規 定に
基づき 付され た条件 に違反 した場 合その 他当該外 国人 に引き 続き当 該許
可を 与え ておく ことが適 当でな いと認 める場 合には 、法務 省令で 定める
手続に より、 当該許 可を取り 消す ことが できる。

前条 第二項 の規 定によ る許可を 受けた 外国人 は、法

（ 活動の 状況の 届出 ）
第六 十一条 の二の 八

務 省令で 定める ところ により 、当該 許可を 受けて行 つた活 動の 状況そ の
他法務 省令で 定める 事項を 出入国 在留管 理庁長 官に届 け出な ければ なら
ない 。

（退 去強制 手続と の関係 ）

（新 設）

（退 去強制 手続 との関 係）

第六十 一条の 二の 二第一 項又は第 二項の 許可を 受け

た外 国人に ついて は、当 該外国 人が当 該許可 を受けた 時に第 二十 四条各

第六十 一条の 二の六

第一 項の規 定によ る許可を 受けた 外国 人につ いては、 当該外 国人が 当該

号 のいず れかに 該当 していた ことを 理由と しては 、第五 章に規 定する 退

第六十 一条の 二の二 第一項 又は第 六十一 条の二 の五

許 可を受 けた時 に第二 十四条 各号の いずれ かに該当 して いたこ とを理 由

去強 制の手 続（第 六十三条 第一項 の規定 に基 づく退去 強制の 手続を 含む

第 六十一 条の 二の九

として は、第 五章 に規定す る退去 強制の 手続を 行わな い。

。 以下こ の条に おいて同 じ。） を行わ ない 。
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２

３

４

で第 六十一 条の 二の四第 一項の 規定に よる許 可を受 けたも のにつ いては

ずれか に該当 すると 疑うに 足りる 相当の 理由が ある場合 であつ ても 、当

条 の二の 四第一 項の許可 を受け たもの につ いては、 第二十 四条各 号のい

第 六十一 条の二 第一 項の申請 をした 在留資 格未取 得外国 人で第 六十一

、第二 十四条 各号の いずれか に該当 する と疑うに 足りる 相当の 理由が あ

該許 可に係 る仮滞 在期間 が経過 するま での間 は、第 五章に 規定す る退去

２

る場 合であ つても 、当該 許可に 係る仮 滞在期 間が経過 するま での 間は、

強 制の手 続を 停止す るものと する。

第 六十一 条の二 第一項 又は第 二項の 申請を した在留 資格 未取得 外国人

第 五章に 規定す る退 去強制の 手続を 停止す るもの とする 。

第一 号か ら第三 号まで及 び第五 号に該 当する ものを 除く。 ）につ いて、

は当該 許可に 係る仮 滞在期 間が経 過する こととな つた もの（ 同条第 五項

で 、第六 十一条 の二の四 第一 項の規 定によ る許可を 受けて いない もの 又

強制の 手続を 行う場 合には 、同条 第五項 第一号 から第三 号ま でに掲 げる

及 び第五 号に該 当するも のを除 く。） につ いて、第 五章に 規定す る退去

在期間 が経過 する こととな つたも の（同 条第五 項第一 号から 第三号 まで

一 条の二 の四第 一項の 許可を 受けて いない もの又は 当該 許可に 係る仮 滞

第六十 一条の 二第一 項の申 請をし た在留 資格未取 得外国 人で、 第六 十

第五章 に規定 する退 去強制の 手続 を行う 場合には 、同条 第五項 第一号 か

いず れかの 事由に 該当す ること となる までの 間は、 第五十 二条第 三項の

３

ら第 三号ま でに掲 げる事 由のい ずれか に該当 すること とな るまで の間は

規 定に よる送 還（同 項ただし 書の規 定によ る引 渡し及び 第五十 九条の 規

第六十 一条の 二第一項 又は第 二項の 申請 をした在 留資格 未取得 外国人

、 第五十 二条第 三項 の規定に よる送 還（同 項ただ し書の 規定に よる引 渡

は 、適用 しない 。

は 前項に 規定す る者に対 する第 五章 に規定 する退去 強制の 手続に ついて

第五項 第一 号から 第三号ま でのい ずれか に該当 するこ ととな つたも の又

第五 十条第 一項の 規定は 、第二 項に規 定する 者で第 六十一 条の二 の四

定に よる送 還を含 む。）を 停止 するも のとす る。
４

し及 び第五 十九条 の規定に よる送 還を 含む。 ）を停止 するも のとす る。
前項 の規定 は、同 項の在 留資格 未取得 外国人 が次の各 号の いずれ かに

無 期若し くは 三年以上 の懲役 若しく は禁錮 に処せ られた 者（刑 の全

き 相当の 理由が ある資 料を提 出した 者を除 く。）

二項 の申請 に際し 、難民の 認定又 は補 完的保護 対象者 の認定 を行う べ

に 該当す るこ ととなつ たこと がある 者（第 六十一 条の二 第一項 又は第

請に ついて も第六 十一条 の二の 四第五 項第一号 又は 第二号 のいず れか

国人が 本邦に ある間に 二度 にわた りこれ らの申請 を行い 、いず れの 申

第六 十一条 の二第一 項又は 第二項 の申請 前に当 該在留 資格未 取得外

該当す るとき は、適 用しな い。
一

二

部 の執行 猶予の 言渡しを 受けた 者又は 刑の 一部の執 行猶予 の言渡 しを
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受けた 者を除 く。） 又は第 二十四 条第三 号の二、 第三号 の三 若しく は
第四 号オか らカ までのい ずれか に該当 する者 若しく はこれ らのい ずれ
かに該 当する と疑うに 足りる 相当の 理由 がある者

（ 難民の 認定等 の取 消し）
法務 大臣は 、本邦 に在 留する外 国人で 難民の 認定を

法 務大臣 は、本 邦に在 留する外 国人で 難民の 認定 を

（ 難民の 認定 の取消 し）
第六 十一条 の二の 七

までの いずれ かに掲 げる場 合に該 当する

受 けてい るもの につい て、次 の各号 に掲げ るいずれ かの 事実が 判明し た

（ 略）
から

受 けてい るもの について 、次 の各号 に掲げ る事実の いずれ かが判 明し た

一

こ とと なつた こと。
（略）
（ 新設）

三

難民条 約第一 条Ｃ

ときは 、法務 省令 で定める 手続に より、 その難 民の認 定を取 り消す もの

ま でに 掲げる 場合のい ずれか に該当 する

二

ときは 、法務 省令で 定める 手続に より、 その難民 の認 定を取 り消す もの

までに 掲げる 場合のい ずれ かに該 当する

と する。

（ 略）
から

から

偽りそ の他不 正の手 段によ り補完 的保護 対象者 の認定 を受け たこと

難民条 約第一 条Ｃ

(1 )

とす る。
一
難民条 約第一 条Ｃ

（略）

こ ととな つたこ と。

二

三

一

二

を 拒むこ とがで きなくな つたこ と又は その 者が国籍 を有し ない場 合に

た事由 が消滅 した ため、そ の者の 国籍の 属する 国の保 護を受 けるこ と

こ ととな つたこ と、補 完的保 護対象 者であ ると認め られ る根拠 となつ

。

消すも のとす る。

は、 法務 省令で 定める手 続によ り、そ の補完 的保護 対象者 の認定 を取り

ている ものに ついて 、次の 各号に 掲げる 事実の いずれ かが判 明した とき

法務 大臣は 、本邦 に在留 する外 国人で 補完的 保護対象 者の 認定を 受け

(6 )
(4 )
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第六 十一条 の二の 十

２

(1 )
(1 )

(6 )

３

４

三

おいて 、補完 的保護 対象者 である と認め られる根 拠とな つた 事由が 消

又は

滅し たため 、常 居所を有 してい た国に 戻るこ とがで きるこ ととな つた
こと。
補完的 保護対 象者の 認定を 受けた 後に、 難民条約 第一条 Ｆ
に 掲げる 行為を 行つた こと。

外 国人に 対し、 理由を 付した 書面を もつて 、その旨 を通 知する ととも に

法務大 臣は、 前項の 規定に より難 民の認 定を取り 消す場 合には 、当 該

認 定を取 り消す 場合には 、当 該外国 人に対 し、理由 を付し た書面 をも つ

、当該 外国人 に係 る難民認 定証明 書及び 難民旅 行証明 書がそ の効力 を失

２

て、そ の旨を 通知す るとと もに、 当該外 国人に係 る難 民認定 証明書 及び

つ た旨を 官報に 告示する 。

を官報 に告示 する。

前項の 規定に より 難民の認 定の取 消しの 通知を 受けた ときは 、難民 認

定 証明 書又は 難民旅 行証明書 の交付 を受け てい る外国人 は、速 やかに 出

前項の 規定に より難 民の認 定又は 補完的 保護対象 者の 認定の 取消し の
通 知を受 けたと きは 、難民認 定証明 書及び 難民旅 行証明 書又は 補完的 保

入国 在留管 理庁長 官にこれ らの 証明書 を返納 しなけれ ばなら ない。

管 理庁長 官にこ れらの 証明書 を返納 しなけ ればなら ない。

（難 民の 認定等 を受けた 者の在 留資格 の取消 し）

格を もつて 本邦 に在留す る外国 人で難 民の認 定を受 けてい るもの につい

法務 大臣は 、別表 第一又 は別表第 二の 上欄の 在留資

資格 をもつ て本邦 に在留 する外 国人で 難民の 認定又 は補完 的保護 対象者

て、偽 りその 他不正 の手段に より第 六十 一条の 二の二第 一項各 号のい ず

第六十 一条の 二の八

の 認定を 受け ている ものにつ いて、 偽りそ の他不 正の手 段によ り第六 十

れに も該当 しない ものと して同 項の許 可を受 けたこと が判明 した ときは

第二 十二条 の四第 二項か ら第九 項まで （第七 項ただし 書を除 く。 ）の

り消 すこと ができ る。

一条 の二の 二第一 項各号の いずれ にも 該当し ないもの として 同項の 規定

り、当 該外国 人が 現に有す る在留 資格を 取り消 すこと ができ る。
第二 十二条 の四第 二項から 第九項 まで （第七 項ただし 書を除 く。） の

２

、 法務省 令で定 める 手続によ り、当 該外国 人が現 に有す る在留 資格を 取

法 務大臣 は、別 表第一 又は別表 第二の 上欄 の在留

（ 難民の 認定を 受けた 者の在留 資格 の取消 し）

護対 象者認 定証明 書の交付 を受け てい る外国 人は、速 やかに 出入国 在留

３

難民 旅行 証明書 又は補完 的保護 対象者 認定証 明書が その効 力を失 つた旨

法務大 臣は、 前二項の 規定に より難 民の 認定又は 補完的 保護対 象者の

(c)

に よる許 可を受 けたこ とが判 明した ときは 、法務省 令で 定める 手続に よ

第六十 一条の 二の十 一

２
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(a)

六十 一条の 二の十 一第一 項」と 読み替 えるも のとする 。

第七項 本文中 「第一 項（第一 号及び 第二 号を除く 。）」 とある のは「 第

いて 、同条 第二 項中「入 国審査 官」と あるの は「難 民調査 官」と 、同条

規定は 、前項 の規定 による 在留資 格の取 消しに準 用する 。こ の場合 にお

六十 一条の 二の八 第一項 」と読 み替え るもの とする 。

第七項 本文中 「第一 項（第 一号及 び第二 号を除 く。）」 とある のは 「第

い て、同 条第二 項中「入 国審査 官」と ある のは「難 民調査 官」と 、同条

規定は 、前項 の規定 による 在留資 格の取 消しに 準用す る。こ の場合 にお

次に掲 げる処 分又は 不作為 につい ての審 査請求 は、

（審 査請求 ）
第 六十一 条の二 の九

（審 査請求 ）
次に 掲げる 処分又 は不作 為につい ての審 査請 求は

法務大 臣に対 し、 法務省令 で定め る事項 を記載 した審 査請求 書を提 出し

（略 ）

、法務 大臣に 対し、 法務省 令で定 める事 項を記載 した 審査請 求書を 提出

一・二

て しなけ ればな らない。

（略 ）

三

一・二

第六十 一条の 二の十 第一項 の規定 による 難民の認 定の 取消し

（ 新設 ）

第六 十一条 の二第 二項の 申請に 係る不 作為

（新設 ）

（新設 ）

第六十 一条の 二の七 第一項 の規定 による 難民の 認定の 取消し

三

補完 的保護 対象 者の認定 をしな い処分 （難民 の認定 を受け ていな い

五

第 六十一 条の二 の十第 二項の 規定に よる補 完的保 護対象 者の認 定の
取消 し

不服 審査法 （平 成二十六 年法律 第六十 八号） 第十八 条第一 項本文 の期間

前 項各号 （第二 号及び 第五号 を除く 。）に 掲げる処 分につ いて の審査
請求 に関す る行政 不服審 査法第 十八条 第一項 本文の 期間は 、第六 十一条

は、第 六十一 条の二 第二項又 は第六 十一 条の二 の七第二 項の通 知を受 け

前 項第一 号及び 第三号 に掲げ る処分 につい ての審査 請求 に関す る行政

六

場合 に限る 。）

四

２

して しな ければ ならない 。

第 六十一 条の二 の十二

２

の 二第四 項若 しくは 第五項又 は第六 十一条 の二の 十第三 項の規 定によ る

条、 第十七 条、第 十九条 、第二 十九条 、第四 十一条 第二項 （第一 号イに

第一項 の審査 請求に ついては 、行政 不服 審査法第 九条第 一項、 第十四

（略）

た日 から七 日とす る。

６

３ ～５

通知 を受け た日か ら七日と する。
（略）

第 一項の 審査 請求につ いては 、行政 不服審 査法第 九条第 一項、 第十四

３ ～５
６

条 、第十 七条、 第十九条 、第二 十九条 、第 四十一条 第二項 （第一 号イに
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る同法 の規定 中同表 の中欄に 掲げる 字句 は、同 表の下欄 に掲げ る字句 と

ない ものと し、 同法の他 の規定 の適用 につい ては、 次の表 の上欄 に掲げ

係る部 分に限 る。） 、第二 章第四 節及び 第五十 条第二項 の規 定は適 用し

するほ か、 必要な 技術的読 替えは 、政令 で定め る。

る 同法の 規定中 同表の 中欄に 掲げる 字句は 、同表 の下欄 に掲げ る字句 と

ない ものと し、同 法の他の 規定 の適用 につい ては、次 の表の 上欄に 掲げ

係 る部 分に限 る。） 、第二章 第四節 及び第 五十 条第二項 の規定 は適用 し

読み替えら

読 み替える 字句

する ほか、 必要な 技術的 読替え は、政 令で定 める。

読み 替えら

れる行政不
服 審 査 法 の 読み替 えられる 字句

出入国管理及び難民認定法

読 み替える 字句

れる 行政不
服 審査法 の 読 み替えら れる字 句

第 十 八 条 第 次条

（昭和二十六年政令第三百

規定

出入国管理及び難民認定法

三項

規定

第 十八条 第 次条

（昭和二十六年政令第三百

いう。）第六十一条の二の

十九号。以下「入管法」と

いう。）第六十一条の二の

十九号。以下「入管法」と

第 一項

入管法第六十一条の二の九

九第 一項

第十 九条

十二 第一項

入管法第六十一条の二の十

一項

送付さ れた弁明 書に 記載 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 処 分 又

第 三 十 条 第 前 条第五項 の規定 により 入 管 法 第 六 十 一 条 の 二 の 九

第二 十三条

三項

第二十 三条 第十九 条

二 第一項

送付された弁明書に記載 二第一項各号に掲げる処分

第三 十条第 前 条 第 五 項 の 規 定 に よ り 入 管 法 第 六 十 一 条 の 二 の 十
一項
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された事項に対する反論 又は不作為に対する意見そ

を 記載した 書面 （以下 「 他 の 審 査 請 求 人 の 主 張 を 記

され た事項に 対する 反論 は 不 作 為 に 対 す る 意 見 そ の

載した書面（以下「申述書

（略）

（略 ）

（略）

（略）

第 三 十 一 条 場合

（略）

（略 ）

（略 ）

た事実その他の申立人の主

場合又は申述書に記載され

（略）

（略 ）

反論書 」とい う。）

を記載した書面（以下「 の他の審査請求人の主張を
記載した書面（以下「申述

（略）

場合又は申述書に記載され

第一項ただ

張に係る事実が真実であっ

反論書 」という 。）

第三十 一条 場 合

た事実その他の申立人の主

し書

」と いう。 ）

第一 項ただ

張に係る事実が真実であっ

書」 という。 ）

し書

由を包含していないことそ

補完的保護対象者となる事

を述べる機会を与えること

の他の事情により当該意見

由を包含していないことそ

ても、何らの難民となる事

の他の事情により当該意見

が適当でないと認められる

ても、何らの難民若しくは

を述べる機会を与えること

場合
場合

（ 略）

が適当でないと認められる

（ 略）

（ 略）

（略 ）

（ 略）

第 八 十 三 条 第 十九条（ 第五 項第一 号 入 管 法 第 六 十 一 条 の 二 の 九

（ 略）

第 八十三 条 第 十 九 条 （ 第 五 項 第 一 号 入 管 法 第 六 十 一 条 の 二 の 十
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第二項

及び第 二号を除 く。）

（難 民審査 参与員 ）

二 第一 項

法務 省に、 前条第 一項の 規定に よる審 査請求 につ

第二項

第一項

法務省 に、前 条第一 項の規 定によ る審査 請求に つい

及び第 二号を 除く。 ）

（難 民審査 参与員 ）
第 六十一 条の 二の十

て、 難民の 認定に 関する意 見を 提出さ せるた め、難民 審査参 与員若 干人

第 六十一 条の二 の十 三
いて 、難民 の認定 又は補完 的保護 対象者 の認 定に関す る意見 を提出 させ

（略 ）

第六 十一条 の二の 十一

難民の 認定を 受けて いる者 から第 二十二 条第一 項

（難民 に関す る永住 許可の 特則）

２～４

を 置く。

（略 ）

る ため、 難民審 査参与員 若干 人を置 く。
２～４

（難民 等に関 する永 住許可の 特則 ）
難民の 認定又 は補完 的保護対 象者 の認定 を受け て

の 永住 許可の 申請が あつた場 合には 、法務 大臣 は、同条 第二項 本文の 規

第六 十一条 の二の 十四

い る者か ら第二 十二 条第一項 の永住 許可の 申請が あつた 場合に は、法 務

れ を許可 するこ とがで きる。

定に かかわ らず、 その者が 同項 第二号 に適合 しないと きであ つても 、こ

合 しない ときで あつて も、こ れを許 可する ことがで きる。

（ 難民旅 行証明 書）

大臣 は、同 条第二 項本文の 規定に かか わらず 、その者 が同項 第二号 に適

（難 民旅 行証明 書）

（略）

（ 略）
２

第 一項の 難民旅 行証明書 の有効 期間 は、一 年とする 。

第六十 一条の 二の十 二

（略）

３

（ 略）

２

第一 項の 難民旅 行証明書 の有効 期間は 、一年 以上五 年を超 えない 範囲

第六十 一条の 二の十 五

３

（略 ）

５

４

前項の 場合に おいて 、出入国 在留管 理庁 長官が特 に必要 がある と認め

（略 ）

内に おいて 出入国 在留管理 庁長官 が定 めるも のとする 。
４

前 項の場 合に おいて、 出入国 在留管 理庁長 官が特 に必要 がある と認め

る ときは 、三月 以上一年 未満 の範囲 内で、 当該難民 旅行証 明書に より 入

５

る ときは 、三月 以上五年 未満の 範囲内 （当 該難民旅 行証明 書の有 効期間
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６

内に限 る。） で、当 該難民 旅行証 明書に より入国 するこ との できる 期限
を定 めるこ とが できる。

国する ことの できる 期限を 定める ことが できる 。

出 入国在 留管理 庁長官 は、第 一項の 難民旅 行証明書 の交付 を受 けて出

国し た者に ついて 、当該 証明書 の有効 期間内 に入国 するこ とがで きない

６

国し た者に ついて 、当該 証明書 の有効 期間内 に入国す ること がで きない

相 当の理 由が あると 認めると きは、 その者 の申請 に基づ き、六 月を超 え

出 入国在 留管理 庁長官は 、第一 項の 難民旅 行証明書 の交付 を受け て出

相 当の理 由があ ると 認めると きは、 その者 の申請 に基づ き、一 年を超 え

（略）

本 邦に在 留する 外国人 で難民の 認定 を受け ている

（ 退去強 制令書 の発付 に伴う難 民認定 証明 書等の返 納）

７ ～９

ない 範囲内 で、当 該証明書 の有 効期間 を延長 すること ができ る。

（略）

ない 範囲内 で、当 該証明書 の有効 期間を 延長 すること ができ る。
７ ～９

（退 去強 制令書 の発付に 伴う難 民認定 証明書 等の返 納）

第六十 一条の 二の十 三

もの が、第 四十七 条第五 項、第 四十八 条第九 項若し くは第 四十九 条第六

本邦 に在 留する 外国人 で難民の 認定又 は補完 的保

護対 象者の 認定を 受けて いるも のが、 第四十 七条第五 項後 段（第 四十八

項 の規 定によ り、又 は第六十 三条第 一項の 規定 に基づく 退去強 制の手 続

第六十 一条の 二の十 六

条 第十項 及び第 四十 九条第七 項にお いて準 用する 場合を 含む。 ）の規 定

にお いて退 去強制 令書の発 付を 受けた ときは 、当該外 国人は 、速や かに

出 入国在 留管理 庁長官 にその 所持す る難民 認定証 明書及 び難民 旅行証 明

によ り又は 第六十 三条第一 項の規 定に 基づく 退去強制 の手続 におい て、
退 去強制 令書の 発付を 受けた ときは 、当該 外国人は 、速や かに 出入国 在

書を返 納し なけれ ばならな い。

（事 実の調 査）

留管理 庁長官 にその 所持す る難民 認定証 明書及 び難民 旅行証 明書又 は補
完的 保護 対象者 認定証明 書を返 納しな ければ ならな い。

（事 実の調 査）

一項 若しく は第二 項、第 六十一 条の二 の三若 しくは第 六十一 条の 二の四

法務 大臣は 、難 民の認 定、第六 十一条 の二の 二第

定、 第六十 一条の 二の二第 一項、 第六 十一条 の二の三 、第六 十一条 の二

第 一項の 規定に よる 許可、第 六十一 条の二 の五の 規定に よる許 可の取 消

第六十 一条の 二の十 四

の 四第一 項若し くは第 六十一 条の二 の五第 一項の規 定に よる許 可、第 六

し、 第六十 一条の 二の七第 一項の 規定に よる 難民の認 定の取 消し又 は第

法務 大臣は 、難民 の認定 、補完 的保護 対象者 の認

十一条 の二の 六の 規定によ る許可 の取消 し、第 六十一 条の二 の七第 二項

六 十一条 の二の 八第一項 の規 定によ る在留 資格の取 消しに 関する 処分 を

第 六十一 条の 二の十 七

の 規定に よる許 可、同条 第四項 の規定 によ る許可の 取消し 、第六 十一条
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２

３

４

の二の 十第一 項の規 定によ る難民 の認定 の取消し 、同条 第二 項の規 定に
で きる。

行うた め必要 がある 場合に は、難 民調査 官に事 実の調 査をさ せるこ とが

難民 調査官 は、前 項の調査 のため 必要 がある ときは、 関係人 に対し 出

頭を求 め、質 問をし 、又は 文書の 提示を 求める ことがで きる 。

法務大 臣又は 難民 調査官は 、第一 項の調 査につ いて、 公務所 又は公 私

（略 ）

の 団体 に照会 して必 要な事項 の報告 を求め るこ とができ る。

（入国 審査 官）
第 六十一 条の三

３

２

（ 新設）

よる 補完的 保護 対象者の 認定の 取消し 又は第 六十一 条の二 の十一 第一項
の規定 による 在留資 格の取消 しに関 する 処分を行 うため 必要が ある場 合
には 、難民 調査官 に事実 の調査 をさせ ること ができる 。
出入 国在留 管理 庁長官は 、第六 十一条 の二の 七第二 項の規 定によ る許
可を 受けて 行つた 活動状況 の把握 のため 必要 があると きは、 第六十 一条
の 二の八 の規定 により届 け出 ること とされ ている事 項につ いて、 難民 調
査官に 事実の 調査を させる ことが できる 。
難民 調査官 は、前 二項の調 査のた め必要 があ るときは 、関係 人に対 し
出頭を 求め、 質問を し、又は 文書 の提示 を求める ことが できる 。
法務大 臣、出 入国在 留管理 庁長官 又は難 民調査官 は、 第一項 及び第 二
項 の調査 につい て、 公務所又 は公私 の団体 に照会 して必 要な事 項の報 告
を求 めるこ とがで きる。

（入国 審査官 ）
（略 ）

（略）

入 国審査 官は、 次に掲 げる事 務を行 う。
一

２

（略）

入 国審査 官は、 次に掲 げる事 務を行 う。

第六 十一 条の三
２
一

る場 合を含 む。） の規定 による 意見の 聴取、 第二十二 条の四 第三 項た

第 二十二 条の四 第二項（ 第六十 一条 の二の 八第二項 におい て準用 す

する 場合を 含む。 ）の規定 による 意見 の聴取、 第二十 二条の 四第三 項

だ し書（ 第六十 一条の 二の八 第二項 におい て準用 する場 合を含 む。次

二

た だし書 （第六 十一条 の二の 十一第 二項に おいて準 用す る場合 を含む

条第 二項第 六号に おいて同 じ。） の規定 によ る通知並 びに第 六十一 条

第二 十二 条の四 第二項（ 第六十 一条の 二の十 一第二 項にお いて準 用

。次条 第二項 第七 号におい て同じ 。）の 規定に よる通 知並び に第六 十

の 九の二 第四項 及び第五 項の 規定に よる交 付送達を 行うこ と。

二

一 条の八 の二第 四項及び 第五項 の規定 によ る交付送 達を行 うこと 。
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３

三

第 十九条 の三十 七第一 項、第 四十四 条の九第 一項及 び第 二項、 第五
十二 条の七 第一 項及び第 二項、 第五十 九条の 二第一 項並び に前条 第一

（ 略）

項及び 第二項 に規定す る事実 の調査 を行 うこと。
四～ 六
第四 十四条 の二 第六項に 規定す る監理 措置決 定及び 第五十 二条の 二

三

第 十九条 の三十 七第一 項、第 五十九 条の二 第一項 及び第 六十一 条の

（ 略）

二 の十四 第一項 に規定す る事実 の調査 を行 うこと。

四～ 六

（ 新設）

（ 新設）

第四 十四条 の五第一 項の 規定に よる許 可を行う こと。

（新設 ）

七

八
第 五十二 条第八 項の規 定によ る通知 を行うこ と。

第五 項に規 定する 監理措置 決定を 行うこ と。

九

（新設 ）

（ 新設）

第五十 五条の 二第一項 の規 定によ り本邦か らの退 去を命 ずるこ と

七

（略）

（入国 警備 官）

一・ 二

（ 略）

入 国警備 官は、 次に掲 げる事 務を行 う。

第 六十一 条の三 の二
２

（略）

第 五十五 条の三 第一項の 規定に よる出 国命 令をする こと。

第 五十五 条の 八十五第 一項の 規定に よる出 国命令 をする こと。

第五 十二条 第十二項 の規定 による 命令を 行うこ と。

３

十
十一
。
十二
（略）

（入国 警備官 ）
（略）

入 国警備 官は、 次に掲 げる事 務を行 う。

第六 十一 条の三 の二
２
（ 略）

三

一・ 二

入国 者収 容所等 その他の 施設を 警備す ること 。

入国 者収容 所、収 容場そ の他の 施設を 警備する こと。

三

（新設 ）

の 調査を 行うこ と。

第 十九条 の三十 七第一 項及び 第五十 九条の 二第一項 に規定 する 事実

第四十 四条の 二第六項 に規定 する 監理措 置決定及 び第五 十二条 の二
第 五項に 規定す る監理 措置決 定を執 行する こと。
第 十九条 の三 十七第一 項、第 四十四 条の九 第一項 及び第 二項、 第五

四

四

五

十 二条の 七第一 項及び第 二項並 びに第 五十 九条の二 第一項 に規定 する
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六
第 二十二 条の四 第三項た だし書 の規 定によ る通知並 びに第 六十一 条

（略）
六

五

第 二十二 条の四 第三項 ただし 書の規 定によ る通知並 びに第 六十 一条

（略）

事実の 調査を 行うこ と。

七

３

（略 ）

の九 の二第 四項及 び第五 項の規 定によ る交付 送達を 行うこ と。

（略 ）

入国警 備官は 、国家 公務員 法（昭 和二十 二年法律 第百二 十号） の規 定

の八 の二第 四項及 び第五 項の規 定によ る交付送 達を行 うこと 。
３
４

（ 略）

の 適用に ついて は、警 察職員 とする 。

入国警 備官は 、国家公 務員法 の規定 の適 用につい ては、 警察職 員とす
る。
（ 略）

（収容 場）

地方 出入国在 留管理 局に、 収容令 書の執 行を受 ける者 を

入国者 収容所又 は収容 場（以 下「入 国者収 容所等 」とい

入国 者収容 所長又 は地方出 入国在 留管 理局長 （以下「 入国者 収容所 長

設備は 、衛生 的で なければ ならな い。

被収 容者に 対する 給養は 、適正 でなけ ればな らず、 入国者 収容所 等の

とす る。

被収 容者 には、 一定の寝 具を貸 与し、 及び一 定の糧 食を給 与する もの

れな ければ ならな い。

収容所 等の保 安上支 障がな い範囲 内にお いてで きる限り の自由 が与 えら

う。 ）に 収容さ れている 者（以 下「被 収容者 」とい う。） には、 入国者

第六十 一条 の七

（ 被収容 者の処 遇）

収 容する 収容場 を設 ける。

第六 十一条 の六

５

４

５

（削 る）

（削る ）

２

３

４
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（削 る）

（削 る）

５

６

等」と いう。 ）は、 入国者 収容所 等の保 安上又 は衛生上 必要 がある と認

める ときは 、被 収容者の 身体、 所持品 又は衣 類を検 査し、 及びそ の所持

品又は 衣類を 領置す ることが できる 。

入国者 収容所 長等は 、入国 者収容 所等の 保安上必 要があ ると 認める と

き は、被 収容者 の発 受する通 信を検 査し、 及びそ の発受 を禁止 し、又 は
制限 するこ とがで きる。

前各 項に規 定する ものを 除く外 、被収 容者の 処遇に関 し必要 な事 項は
、法務 省令で 定める 。

（入国 者収容 所等視 察委員会 ）

法務省令 で定め る出入 国在留 管理官 署に、 入国者 収

委員会 は、入 国者収 容所等の 適正 な運営 に資する ため、 法務省 令で定

容 所等視 察委員 会（ 以下「委 員会」 という 。）を 置く。

第六 十一条 の七の 二

２

め る担当 区域内 にある 入国者 収容所 等を視 察し、そ の運営 に関 し、入 国

委員会は 、委員 十人以 内で組 織する 。

者収容 所長等 に対し て意見 を述べ るもの とする 。

（組織 等）
第六 十一条 の七 の三

委員 は、 人格識 見が高く 、かつ 、入国 者収容 所等の 運営の 改善向 上に

３

委 員は、 非常 勤とす る。

委員 の任期 は、一 年とす る。た だし、 再任を 妨げな い。

２

４

前各 項に定 めるも ののほか 、委員 会の 組織及 び運営に 関し必 要な事 項

熱意 を有す る者の うちから 、法務 大臣 が任命 する。

５
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（削 る）

（削 る）

（ 削る）

は、法 務省令 で定め る。

（委員 会に対 する情 報の提供 及び委 員の 視察等 ）

入 国者収 容所長 等は、 入国者 収容所 等の運 営の状 況

第六十 一条の 七第五 項の規定 にか かわら ず、被収 容者が 委員会 に対し

な ければ ならな い。

入国者 収容所 長等は 、前項 の視察 及び面 接につい て、 必要な 協力を し

被収容 者との 面接の 実施につ いて 協力を 求める ことがで きる。

は、 必要 がある と認める ときは 、入国 者収容 所長等 に対し 、委員 による

入国者 収容所 等の視 察をす ること ができ る。こ の場合 におい て、委 員会

委員 会は、 入国者 収容所 等の運 営の状 況を把 握するた め、委 員に よる

て、 委員会 に対し 、情報を 提供す るもの とす る。

に ついて 、法務 省令 で定める ところ により 、定期 的に、 又は必 要に応 じ

第六 十一条 の七の 四

２

３

４

て 提出す る書面 につい ては、 検査し 、又は その提出 を禁止 し、 若しく は
制限し てはな らない 。

法務大臣 は、毎 年、委 員会が 入国者 収容所 長等に 対

（委員 会の意 見等の 公表）
第六 十一条 の七 の五

し て述べ た意 見及び これを受 けて入 国者収 容所長 等が講 じた措 置の内 容

を取 りまと め、そ の概要を 公表す るも のとす る。

委員会 は、第 六十一 条の七 の二第二 項に規 定す る事

（出国 待機施 設の 視察等）
第 六十一 条の七 の六
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（ 関係行 政機関 との関係 ）

２

務を行 うほか 、出国 待機施 設の適 正な運 営に資 するため 、法 務省令 で定

める 担当区 域内 にある出 国待機 施設を 視察し 、その 運営に 関し、 当該出

国待機 施設の 所在地 を管轄す る地方 出入 国在留 管理局の 長に対 して意 見
を述 べるも のとす る。

前二 条の規 定は 、前項に 規定す る事務 を行う 場合に 準用す る。

（ 関係行 政機関 との関 係）

出 入国在留 管理庁 長官又 は入国 者収容 所長等 は、出

入 国及び 在留の 管理並び に難民 の認定 に関 する事務 の遂行 に当た り、当

第六十 一条の 七の 七

及び 在留 の管理 並びに難 民の認 定及び 補完的 保護対 象者の 認定に 関する

該事務 の遂行 が他の 行政機 関の事 務に関 連する 場合には 、関 係行政 機関

出 入国在 留管理 庁長官 又は入 国者収 容所長 等は、 出入国

事務の 遂行に 当たり 、当該事 務の 遂行が 他の行政 機関の 事務に 関連す る

と情 報交換 を行う ことに より緊 密に連 絡し、 及び協 力して 行うも のとす

第六十 一条の 六

場合 には、 関係行 政機関 と情報 交換を 行うこ とにより 緊密 に連絡 し、及

る。

（ 関係行 政機関 の協力 ）

び 協力し て行う もの とする。

（ 関係行 政機関 の協力 ）

出入国 在留管理 庁長官 又は入 国者収 容所長 等は、 警察庁

、 都道府 県警察 、海上保 安庁、 税関 、公共 職業安定 所その 他の関 係行政

第六十 一条 の八

、都 道府 県警察 、海上保 安庁、 税関、 公共職 業安定 所その 他の関 係行政

機関に 対し、 出入国 及び在 留の管 理並び に難民 の認定に 関す る事務 の遂

出 入国在 留管理 庁長官 又は入 国者収 容所長 等は、 警察庁

機関に 対し、 出入国 及び在 留の管 理並び に難民の 認定及 び補完 的保 護対

（略）

行に 関して 、必 要な協力 を求め ること ができ る。

き る。
（略）

（略）

（住 民票の 記載等 に係る通 知）
第 六十一 条の八 の二

２

象者 の認定 に関す る事務 の遂行 に関し て、必 要な協 力を求 めるこ とがで

第六十 一条の 七

２

（略）

（住民 票の記 載等 に係る通 知）
第 六十一 条の七 の二
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（情 報提供 ）

（ 情報提 供）

規定 する出 入国及 び在留 の管理 並びに 難民の 認定及び 補完的 保護 対象者

を 行う外 国の 当局（ 以下この 条にお いて「 外国出 入国在 留管理 当局」 と

規定 する出 入国及 び在留 の管理 並びに 難民の 認定の 職務に 相当す る職務

出 入国在 留管理 庁長官 は、出 入国管理 及び難 民認 定法に

の 認定の 職務に 相当 する職務 を行う 外国の 当局（ 以下こ の条に おいて 「

いう 。）に 対し、 その職務 （出 入国管 理及び 難民認定 法に規 定する 出入

第六十 一条の 九

外国 出入国 在留管 理当局」 という 。）に 対し 、その職 務（出 入国管 理及

国 及び在 留の管 理並び に難民 の認定 の職務 に相当す るも のに限 る。次 項

出 入国在留 管理庁 長官 は、出 入国管理 及び難 民認定 法に

び 難民認 定法に 規定する 出入 国及び 在留の 管理並び に難民 の認定 及び 補

におい て同じ 。） の遂行に 資する と認め る情報 を提供 するこ とがで きる

第六十 一条の 八

完的保 護対象 者の認 定の職 務に相 当する ものに限 る。 次項に おいて 同じ

（略 ）

（ 送達 ）

２～４

。

（略 ）

。） の遂 行に資 すると認 める情 報を提 供する ことが できる 。
２～４

（ 送達）

第 六十一 条の二 の十一 第二項 におい て準用 する場合 を含む 。） の規定 に

る書類 の送 達は、 郵便若し くは民 間事業 者によ る信書 の送達 に関す る法

の 八第二 項にお いてこ れらの 規定を 準用す る場合 を含む 。）の 規定に よ

第 二十二 条の四 第三項 又は第六 項（第 六十一 条の 二

よる書 類の送 達は、 郵便若 しくは 民間事 業者に よる信 書の送 達に関 する

律 （平成 十四年 法律第九 十九号 ）第 二条第 六項に規 定する 一般信 書便事

第六 十一条 の九の 二

法律 （平 成十四 年法律第 九十九 号）第 二条第 六項に 規定す る一般 信書便

業者若 しくは 同条第 九項に 規定す る特定 信書便 事業者に よる 同条第 二項

第二 十二条 の四 第三項 又は第六 項（こ れらの 規定を

事業者 若しく は同条 第九項 に規定 する特 定信書便 事業者 による 同条 第二

に規 定する 信書 便（以下 「信書 便」と いう。 ）によ る送達 又は交 付送達

第六 十一条 の八の 二

項に 規定す る信書 便（以 下「信 書便」 という 。）に よる送 達又は 交付送

（ 略）

により 、その 送達を 受けるべ き者の 住居 地に送 達して行 う。
２～ ５

達 により 、そ の送達 を受ける べき者 の住居 地に送 達して 行う。
（ 略）

前各 項の規 定に より送達 すべき 書類に ついて 、その 送達を 受ける べき

者の 住居地 が明ら かでない 場合に は、法 務大 臣は、そ の送達 に代え て公

６

者の住 居地が 明ら かでない 場合に は、法 務大臣 は、そ の送達 に代え て公

示 送達を するこ とができ る。 ただし 、第六 十一条の 二の八 第二項 にお い

前各 項の規 定によ り送達 すべき 書類に ついて 、その 送達を 受ける べき

２～ ５
６

示 送達を するこ とができ る。た だし、 第六 十一条の 二の十 一第二 項にお
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いて準 用する 第二十 二条の 四第三 項及び 第六項の 規定に よる 書類の 送達

て準用 する第 二十二 条の四 第三項 及び第 六項の 規定に よる書 類の送 達に

（略 ）

第六 十一条 の九の 三

外 国人が 次の各 号に掲 げる行為 をする ときは 、そ れ

（ 本人の 出頭 義務と 代理人に よる届 出等）

７・８

つ いては 、この 限りでな い。

（略 ）

につ いては 、こ の限りで ない。
７・８

外国 人が次 の各号 に掲 げる行為 をする ときは 、それ

（ 本人の 出頭義 務と 代理人に よる届 出等）
第六 十一条 の八の 三

一

（ 略）

ぞ れ当該 各号に 定める 場所に 自ら出 頭して 行わなけ れば ならな い。

（ 略）

ぞ れ当該 各号に 定める場 所に 自ら出 頭して 行わなけ ればな らない 。
一

くは第 二項、 第十九 条の十 二第一 項若し くは第十 九条の 十三 第一項 若

第十 九条の 十第一項 の規定 による 届出 、第十九 条の十 一第一 項若し

くは第 二項、 第十九条 の十二 第一 項若し くは第十 九条の 十三第 一項若

しく は第三 項の規 定によ る申請 又は第 十九条 の十第 二項（ 第十九 条の

二

しく は第三 項の規 定によ る申請 、第十 九条の十 第二項 （第 十九条 の十

十 一第 三項、 第十九条 の十二 第二項 及び第 十九条 の十三 第四項 におい

第十 九条の 十第一項 の規定 による 届出、 第十九 条の十 一第一 項若し

一 第三項 、第十 九条の 十二第 二項及 び第十 九条の 十三第 四項に おいて

地方出 入国在 留管理 局

て準 用する 場合を 含む。） の規 定によ り交付 される在 留カー ドの受 領
地方出

準用 する場 合を含 む。）の 規定に より 交付され る在留 カード の受領 又
は 第四十 四条の 六若し くは第 五十二 条の五 の規定に よる届 出
入国在 留管理 局

十条 第四項 第一号 （第二十 一条第 四項 、第二十 二条の 二第三 項（第 二

二 条の三 にお いて準用 する場 合を含 む。） の規定 による 申請又 は第二

いて 準用す る場合 を含む 。）若 しくは 第二十二 条の 二第二 項（第 二十

条の二 第四項 （第二十 二条 の三に おいて 準用する 場合を 含む。 ）に お

二 十二条 の三に おいて 準用す る場合 を含む 。）に おいて 準用す る場合

十条 第四項 第一号 （第二 十一条 第四項 及び第 二十二条 の二第 三項 （第

二条の 三にお いて準用 する場 合を含 む。 ）の規定 による 申請又 は第二

いて 準用す る場 合を含む 。）若 しくは 第二十 二条の 二第二 項（第 二十

条の二 第四項 （第二 十二条 の三に おいて 準用する 場合を 含む 。）に お

第二 十条第 二項、第 二十一 条第 二項、 第二十二 条第一 項（第 二十二

十 二条の 三にお いて準 用する 場合を 含む。 ）及び第 六十 一条の 二の五

を含 む。） 、第二 十二条第 三項（ 第二十 二条 の二第四 項（第 二十二 条

第二 十条第 二項、第 二十一 条第二 項、第 二十二 条第一 項（第 二十二

第三項 におい て準 用する場 合を含 む。） 、第二 十二条 第三項 （第二 十

の 三にお いて準 用する場 合を 含む。 ）にお いて準用 する場 合を含 む。

三

二

三

二 条の二 第四項 （第二十 二条の 三にお いて 準用する 場合を 含む。 ）に
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２

地

おいて 準用す る場合 を含む 。）、 第五十 条第七項 若しく は第 六十一 条
の二 の二第 二項 第一号の 規定に より交 付され る在留 カード の受領
方出入 国在留 管理局

地方 出入国在 留管理 局

）、第 五十条 第三項 若しく は第六 十一条 の二の 二第三 項第一 号の規 定

に より交 付され る在留カ ードの 受領

第 一号又 は第 二号に 掲げる行 為をす ること ができ ない場 合には 、当該 行

外国人 が十六 歳に満 たない 場合又 は疾病 その他 の事由 により 自ら前 項

第 一号又 は第二 号に 掲げる行 為をす ること ができ ない場 合には 、当該 行

為は 、次の 各号に 掲げる者 （十 六歳に 満たな い者を除 く。） であつ て当

２

為は 、次の 各号に 掲げる者 （十六 歳に満 たな い者を除 く。） であつ て当

該 外国人 と同居 するも のが、 当該各 号の順 位により 、当 該外国 人に代 わ

外国人 が十六 歳に満 たない 場合又 は疾病 その他の 事由に より 自ら前 項

該 外国人 と同居 するもの が、 当該各 号の順 序により 、当該 外国人 に代 わ

（略）
（略 ）

（略）

（略 ）

（刑事 手続と の関係 ）

第六十 一条 の十一

第六 十一条 の十

（ 出入 国在留 管理基 本計画）

３・４

一 ～四

つてし なけれ ばな らない。

（略 ）

（略）

つてし なけれ ばなら ない。
一～ 四
３・４

（ 略）

（略）

（ 出入国 在留管 理基 本計画）
第六 十一条 の九

第六十 一条の 十

（刑事 手続と の関係 ）

法 令、刑 の執 行に関 する法令 又は少 年院若 しくは 婦人補 導院の 在院者 の

処遇 に関す る法令 の規定 による 手続が 行われ る場合に は、そ の者 を収容

法令、 刑の執 行に関 する法令 又は少 年院 若しく は婦人補 導院の 在院者 の

退 去強制 対象者に 該当す る外国 人につ いて刑 事訴訟 に関す る

処遇 に関す る法令 の規定に よる手 続が 行われ る場合に は、そ の者を 収容

し ないと きでも 、そ の者につ いて第 五章（ 第二節 並びに 第五十 二条及 び

第六 十三条

し ないと き、又 は第四 十四条 の二第 一項の 監理措置 に付 さない ときで も

第五 十三条 を除く 。）の規 定に準 じ退去 強制 の手続を 行うこ とがで きる

退去 強制対 象者に 該当す る外国 人につ いて刑 事訴訟 に関す る

、その 者につ いて 第五章（ 第二節 並びに 第五十 二条及 び第五 十三条 を除

。 この場 合にお いて、第 二十 九条第 一項中 「容疑者 の出頭 を求め 」と あ

第六 十三条

く 。）の 規定に 準じ退去 強制の 手続を 行う ことがで きる。 この場 合にお
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２

３

件の 引継ぎ を受け たとき は」と あるの は「違 反調査の 結果、 容疑 者が退

条の規 定によ る容疑 者の引渡 し又は 第四 十四条の 七の規 定によ る違反 事

の出 頭を求 め、 又は自ら 出張し て」と 、第四 十五条 第一項 中「第 四十四

いて、 第二十 九条第 一項中 「容疑 者の出 頭を求め 」とあ るの は「容 疑者

由が あると きは」 と読み 替える ものと する。

違反調 査の結 果、容 疑者が 退去強 制対象 者に該 当すると 疑うに 足り る理

項 中「前 条の規 定により 容疑者 の引渡 しを 受けたと きは」 とある のは「

るのは 「容疑 者の出 頭を求 め、又 は自ら 出張し て」と 、第四 十五条 第一

去 強制対 象者に 該当 すると疑 うに足 りる理 由があ るとき は」と 、第五 十
条第 二項中 「収容 令書によ り収容 された 外国 人又は監 理措置 決定を 受け
た 」とあ るのは 「第四十 五条 第一項 の規定 により入 国審査 官の審 査を 受
けるこ ととさ れた」 と読み 替える ものと する。

に関す る法令 、刑の 執行に関 する 法令又 は少年院 若しく は婦人 補導院 の

院者 の処遇 に関す る法令 の規定 による 手続が 終了し た後、 その執 行をす

関する 法令、 刑の執 行に関 する法 令又は 少年院 若しくは 婦人 補導院 の在

前項 の規定 に基き 、退去強 制令書 が発 付され た場合に は、刑 事訴訟 に

在院 者の処 遇に関 する法 令の規 定によ る手続 が終了し た後 、その 執行を

る もの とする 。但し 、刑の執 行中に おいて も、 検事総長 又は検 事長の 許

２

す るもの とする 。た だし、刑 の執行 中にお いても 、検事 総長又 は検事 長

可が あると きは、 その執行 をす ること ができ る。

前項 の規定 に基づ き、退去 強制令 書が発 付さ れた場合 には、 刑事訴 訟

の許 可があ るとき は、その 執行を する ことが できる。

入国 審査官 は、第 四十五 条又は 第五十 五条の 二第二 項の審 査に当 たつ

て、容 疑者 が罪を 犯したと 信ずる に足り る相当 の理由 がある ときは 、検

３

たつて 、容疑 者が罪 を犯し たと信 ずるに 足りる 相当の 理由が あると きは

察 官に告 発する ものとす る。

入国 審査官 は、第 四十五 条又は 第五十 五条の 八十四第 二項 の審査 に当

、検 察官 に告発 するもの とする 。

検察官 は、第七 十条の 罪に 係る被 疑者を受 け取つ た場合 にお

（身 柄の引 渡）
第六十 四条

（身 柄の引 渡し等 ）
検察官 は、第七 十条の 罪に係 る被疑 者を受 け取つ た場合 にお

いて 、公訴 を提起 しない と決定 すると きは、 入国警備 官によ る収 容令書

第 六十四 条

いて 、公訴 を提起 しないと 決定し たと きで、 その被疑 者につ いて入 国警

又 は退去 強制令 書の 呈示をま つて、 当該被 疑者を 釈放し て当該 入国警 備

（ 新設）

備 官から 次の各 号に掲 げる提 示又は 通知を 受けたと きは 、当該 各号に 定

当 該被疑者 を釈放 して入 国警備

官に 引き渡 さなけ ればなら ない。

収容 令書又 は退去強 制令書 の提示

める措 置をと らな ければな らない 。
一
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２

二

官に引 き渡す 措置

当該被疑 者を釈 放する 措置

第四十 四条 の二第六 項に規 定する 監理措 置決定 又は第 五十二 条の二
第五項 に規定 する監理 措置決 定の通 知

（ 新設）

矯正施 設の長 は、第 六十二 条第三 項又は 第四項 の場合 におい て、当 該

外 国人に 対し 収容令 書又は退 去強制 令書の 発付が あつた ときは 、入国 警

２

て 、同条 第一項 の外 国人につ いて入 国警備 官から 次の各 号に掲 げる提 示

備官 による 収容令 書又は退 去強 制令書 の呈示 をまつて 、釈放 と同時 にそ

矯正施 設の長 は、第 六十二 条第三 項又は 第四項に 規定す る場 合にお い

又は 通知を 受けた ときは、 当該各 号に定 める 措置をと らなけ ればな らな

釈放と同 時に 当該外 国人を 当該

の 者を当 該入国 警備官 に引き 渡さな ければ ならない 。
収 容令書 又は退 去強制 令書の 提示

入国 警備 官に引 き渡す措 置
第 四十四 条の二 第六項に 規定 する監 理措置決 定又は 第五十 二条の 二
当該外 国人を 釈放 する措 置

（刑 事訴訟 法の特 例）

い。
一

二
第五 項に規 定する 監理措 置決定 の通知

（刑 事訴訟 法の特 例）

は受け 取り 、又は これらの 罪に係 る現行 犯人を 受け取 つた場 合には 、収

司 法警察 員は、 第七十 条の罪 に係る 被疑者 を逮捕 し、若 しく

を除く 。）に 係る被 疑者を 逮捕し 、若し くは受 け取り 、又は これら の罪

容 令書が 発付さ れ、且つ 、その 者が 他に罪 を犯した 嫌疑の ないと きに限

第 六十五 条

に係 る現 行犯人 を受け取 つた場 合には 、次の 各号の いずれ かに該 当し、

り、刑 事訴訟 法（昭 和二十 三年法 律第百 三十一 号）第二 百三 条（同 法第

司 法警察 員は、 第七十 条の罪 （第一 項第九号 及び 第十号 の罪

かつ、 その者 が他に 罪を犯 した嫌 疑のな いときに 限り、 刑事訴 訟法 （昭

二百 十一条 及び 第二百十 六条の 規定に より準 用する 場合を 含む。 ）の規

第 六十五 条

和二 十三年 法律第 百三十 一号） 第二百 三条（ 同法第 二百十 一条及 び第二

定にか かわら ず、書 類及び証 拠物と とも に、当 該被疑者 を入国 警備官 に

（新設 ）

百 十六条 の規 定によ り準用す る場合 を含む 。）の 規定に かかわ らず、 当

当 該被疑 者を書類 及び 証拠物 ととも に

引き 渡すこ とがで きる。

収容 令書が 発付さ れたと き
入国警 備官に 引き 渡す措置

（ 新設 ）

第四 十四条 の二第六 項に規 定する 監理 措置決定 がされ たとき

当該

該各 号に定 める措 置をとる ことが でき る。
一

二
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２

被疑者 を釈放 する措 置並び に書類 及び証 拠物を入 国警備 官に 引き渡 す
措置
前 項の場 合には 、被疑者 が身体 を拘 束され た時から 四十八 時間以 内に
、当 該被疑 者を引 き渡し 、又は 釈放す る手続 をしなけ ればな らな い。

２

前 項の場 合には 、被疑 者が身 体を拘 束され た時から 四十八 時間 以内に

外国 人は、 第六十 一条の 二の十 二第一項 の規定 により 難民 旅

、当 該被疑 者を引 き渡す 手続を しなけ ればな らない 。

第六 十八条

行 証明書 の交付 を受け 、又は 同条第 七項の 規定によ り難 民旅行 証明書 に

外国 人は、第 六十一 条の二 の十 五第一項 の規定 により 難民旅

行 証明書 の交付 を受け、 又は 同条第 七項の 規定によ り難民 旅行証 明書 に

有効期 間の延 長の 記載を受 けると きは、 手数料 を納付 しなけ ればな らな

（ 略）

有効期 間の延 長の記 載を受 けると きは、 手数料を 納付 しなけ ればな らな

２

第 七十 条

三 の三

（略 ）

第二十 二条の 四第七項 本文 （第六 十一条の 二の八 第二項 におい

一～三 の二

び 罰金を 併科す る。

禁錮 若しく は三百 万円以下 の罰 金に処 し、又 はその懲 役若し くは禁 錮及

次 の各号 のいずれ かに該 当する 者は 、三年以 下の懲 役若し くは

い。

（ 略）

次の 各号 のいずれ かに該 当する 者は、 三年以 下の懲 役若し くは

い。

第六 十八条

２

第 七十条

禁錮 若しく は三百 万円以下 の罰金 に処 し、又 はその懲 役若し くは禁 錮及
び 罰金を 併科す る。
（略）

第二十 二条の四 第七項 本文（ 第六十 一条の 二の十 一第二 項にお

一～三 の二
三の 三

て準用 する場 合を含 む。） の規定 により 期間の指 定を受 けた 者で、 当

（略 ）

いて準 用する 場合を含 む。 ）の規 定によ り期間の 指定を 受けた 者で 、

四～八

第五 十五条 の三第 一項の 規定に より出 国命令 を受け た者で 、当

該期 間を経 過し て本邦に 残留す るもの

（略 ）

八の二

当該 期間を 経過し て本邦 に残留 するも の
四 ～八

第 五十五 条の八十 五第一 項の 規定に より出国 命令を 受けた 者で

第 五十五 条の六の 規定に より出 国命 令を取り 消され た者で 本邦
に 残留す るもの

八の 三

該 出国命 令に係 る出国 期限を 経過し て本邦 に残留 するも の

八の 二

第五 十五 条の八十 八の規 定によ り出国 命令を 取り消 された 者で

、 当該出 国命令 に係る 出国期 限を経 過して 本邦に残 留す るもの
八の三

本 邦に残 留する もの
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２

第六 十一条 の二の 四第一 項の規 定による 許可を 受け た者で 、仮

第五 十二条 の二第五 項に 規定す る監理 措置決定 を受け た者で 、収 入

格を もつて 在留す る者を除 く。）

行 つたも の又は 収入を 伴う事 業を運 営する 活動を 行つた もの（ 在留資

十四 条の五 第一項 の規定 による 許可を 受けない で報酬 を受け る活 動を

第 四十四 条の二 第六項に 規定す る監 理措置決 定を受 けた者 で、第 四

滞在 期間を 経過 して本邦 に残留 するも の

八の四

九

十
を伴う 事業を 運営す る活動 を行つ たもの 又は報酬 を受 ける活 動を行 つ

偽りそ の他不 正の手段 によ り難民 の認定 又は補完 的保護 対象者 の

たも の
十一

次の 各号の いずれ かに該 当する 者は、二 十万 円以下 の罰

認定 を受け た者
（略 ）

第 七十一 条の五
金に処 する。
（略）

第 四十四 条の六 又は第 五十二 条の五 の規定に よる届 出をせ ず、 又は

一～ 三
四

次の 各号のい ずれか に該 当する 者は、一 年以下 の懲役 若しく

虚偽 の届出 をした 者

第七 十二条

は 二十万 円以下 の罰金 に処し 、又は これを 併科する 。
（略 ）

第四 十四条 の二第一 項若し くは第 五項 又は第五 十二条 の二第 一項若

一～三
四

２

八の四

第六 十一条 の二の 四第一 項の許 可を受 けた者 で、仮 滞在期 間を

経 過して 本邦に 残留する もの
（新設 ）

次の 各号の いずれ かに該 当する 者は、 二十万 円以下 の罰

偽り その他 不正 の手段に より難 民の認 定を受 けた者

（ 新設）

九

（ 略）

第 七十一 条の五

次の 各号の いずれ かに該 当する 者は、一 年以下 の懲 役若し く

（略）

金に処 する 。
一 ～三
（新設 ）

第七 十二条

（ 略）

は 二十万 円以下 の罰 金に処し 、又は これを 併科す る。
一～ 三
（ 新設）
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五

六

七

八

九

十

しくは 第四項 の規定 に基づ き付さ れた条 件に違反 して、 逃亡 し、又 は
正当 な理由 がな くて呼出 しに応 じない 者
四

第 五十二 条第六 項の規 定によ り放免 された 者で、同 項の規 定に 基づ

き付 された 条件に 違反し て、逃 亡し、 又は正 当な理 由がな くて呼 出し

第 五十二 条第十 項の規定 により 放免 された者 で、同 項の規 定に基 づ
き付 された 条件に 違反し て、逃 亡し、 又は正当 な理由 がなく て呼 出し

に 応じな いも の

六

五

第 六十 一条の 二の四第 一項の 許可を 受けた 者で、 同条第 三項の 規定

三 項の規 定に基 づき付 された 条件に 違反し て逃亡 したも の

第五十 五条の 三第一項 の規 定によ り出国 命令を受 けた者 で、同 条第

（新 設）

（新設 ）

（新 設）

に 応じな いもの
第五十 二条第 十二項の 規定に よる命 令に 違反して 同項に 規定す る行
為 をしな かつた 者
第 五十四 条第二 項の規 定によ り仮放 免された 者で 、同項 の規定 に基
づき 付さ れた条 件に違反 して、 逃亡し 、又は 正当な 理由が なくて 呼出
しに応 じない もの
第五十 五条の 二第一 項の規 定によ る命令 に違反し て本 邦から 退去し
な かつた 者
第五十 五条の 八十五第 一項の 規定 により 出国命令 を受け た者で 、同
条 第三項 の規定 に基づ き付さ れた条 件に違 反して逃 亡した もの
第 六十一 条の二 の四第 一項の 規定に よる許 可を受 けた者 で、同 条第

に 基づき 付され た条件に 違反し て、 逃亡し 、又は正 当な理 由がな くて

第六 十一条 の二 の十二第 八項の 規定に より難 民旅行 証明書 の返納 を

して難 民認定 証明書又 は難民 旅行証 明書 を返納し なかつ た者

第六十 一条の 二の七第 三項又 は第 六十一 条の二の 十三の 規定に 違反

三項 の規 定に基 づき付さ れた条 件に違 反して 、逃亡 し、又 は正当 な理

七

呼出し に応じ ないも の

第六 十一条 の二の 十第四 項又は 第六十 一条の 二の十 六の規 定に違

由がな くて呼 出しに応 じな いもの
十一

反 して難 民認 定証明書 、難民 旅行証 明書又 は補完 的保護 対象者 認定証
明書 を返納 しなか つた者
八

命ぜ られた 者で、 同項の規 定によ り付さ れた 期限内に これを 返納し な

第 六十一 条の二 の十五 第八項 の規定 により難 民旅 行証明 書の返 納

を命ぜ られた 者で 、同項の 規定に より付 された 期限内 にこれ を返納 し

か つたも の

十二

な かつた もの
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第七 十二条 の二

第五 十五条の 五十四 第二項 の規定 により 解放さ れた被 収

容者が 、同条 第三項 の規定に 違反し て、 入国者収 容所等 又は指 定され た

次の 各号のい ずれか に該当 する 者は、一 年以下 の懲役 若しく

場所 に出頭 しない ときは 、一年 以下の 懲役に 処する。

第七 十三条

（ 新設）

第七 十三条

第七 十条第 一項第 四号に 該当す る場合を 除き、 第十九 条第 一

項 の規定 に違反 して収 入を伴 う事業 を運営 する活動 又は 報酬を 受ける 活

こ

は 禁錮若 しくは 二百万円 以下 の罰金 に処し 、又はそ の懲役 若しく は禁 錮

（新設 ）

（新 設）

次 の各号 のいずれ かに 該当す る者は 、十万円 以下の 罰金に 処

罰金 に処 し、又 はその懲 役若し くは禁 錮及び 罰金を 併科す る。

こ

動を行 つた者 は、 一年以下 の懲役 若しく は禁錮 若しく は二百 万円以 下の

第六十 一条の 二の七第 一項の 規定 に違反 して収入 を伴う 事業を 運営

を 除く。 ）

は報 酬を受 ける活 動を行 つた者 （第七 十条第一 項第四 号に 該当す る者

第 十九条 第一項 の規定に 違反 して収 入を伴 う事業を 運営す る活動 又

及び罰 金を併 科する 。

一

二

第 七十六 条

（略）

次 の各号 のいずれ かに該 当する 者は 、十万円 以下の 罰金に 処

す る活動 又は報 酬を受 ける活 動を行 つた者

第七 十六 条

一

する。

（略）

第 二十三 条第三 項の規定 に違反 して 旅券、 乗員手帳 、特定 登録者 カ

する。
一

二

第十九 条の十八 第一項 （第 一号を除 く。） 若しく は第二

項 （第一 号を除 く。）の 規定 による 届出を せず、又 は虚偽 の届出 をし た

第七 十七条 の二

ード 又は許 可書の 提示を拒 んだ者

第二 十三 条第三 項の規定 に違反 して旅 券の提 示を拒 んだ者

次の各号 のいず れかに 該当す る者は 、十万 円以下 の過料

二

第七十 七条の 二
に 処する 。
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一

二

三

四

第 十九条 の十八 第一項 （第一 号を除 く。）若 しくは 第二 項（第 一号
を除 く。） の規 定による 届出を せず、 又は虚 偽の届 出をし た者
第 四十四 条の三 第四項若 しくは 第五 項の規定 による 届出を せず、 又
は虚 偽の届 出をし た者
第四 十四条 の三 第七項（ 第五十 二条の 三第六 項にお いて準 用する 場
合を 含む。 ）の規 定による 届出を せず、 又は虚 偽の届 出をし た者
第五 十二条 の三第四 項若 しくは 第五項 の規定に よる届 出をせ ず、 又
は虚偽 の届出 をした 者

第 六十一条 の八 の三第 二項各 号に掲げ る者が 、同項 の規

第 六十一 条の九 の三第 二項各 号に掲げ る者 が、同 項の規

者は、 十万円 以下の 過料に 処する 。

第七十 七条の 三

定に 違反し て、第 十九条 の七第 一項、 第十九 条の八 第一項 、第十 九条の

第七十 七条の 三

定に 違反し て、第 十九条 の七第 一項、 第十九 条の八第 一項 、第十 九条の

場 合を含 む。） の規定 により 返還さ れ、若 しくは 第十九 条の十 第二項 （

九 第一 項若し くは第 十九条の 十第一 項の規 定に よる届出 、第十 九条の 七

場 合を含 む。） の規定 により 返還さ れ、若 しくは第 十九条 の十 第二項 （

第十九 条の 十一第 三項、第 十九条 の十二 第二項 及び第 十九条 の十三 第四

九 第一項 若しく は第 十九条の 十第一 項の規 定によ る届出 、第十 九条の 七

第十九 条の十 一第三 項、第 十九条 の十二 第二項 及び第 十九条 の十三 第四

項 におい て準用 する場合 を含む 。） の規定 により交 付され る在留 カード

第二 項（第 十九条 の八第二 項及 び第十 九条の 九第二項 におい て準用 する

項に おい て準用 する場合 を含む 。）の 規定に より交 付され る在留 カード

の受領 又は第 十九条 の十一 第一項 、第十 九条の 十二第一 項若 しくは 第十

第二 項（第 十九条 の八第二 項及び 第十 九条の 九第二項 におい て準用 する

の受領 又は第 十九条 の十一 第一項 、第十 九条の十 二第一 項若し くは 第十

九条 の十三 第三 項の規定 による 申請を しなか つたと きは、 五万円 以下の

別 表第一 （第二 条の 二、第二 条の五 、第五 条、第 七条、 第七条 の二、 第十

九条 の十三 第三項 の規定 による 申請を しなか つたと きは、 五万円 以下の

別 表第一 （第二 条の二 、第二 条の五 、第五 条、第 六条、 第七条 、第七 条の

九条 、第十 九条の 十六、第 十九条 の十七 、第 十九条の 三十六 、第二 十条

過料に 処する 。

二、第 九条、 第十 九条、第 十九条 の五、 第十九 条の十 六、第 十九条 の十

の 二、第 二十二 条の三、 第二 十二条 の四、 第二十四 条、第 六十一 条の 二

過 料に処 する 。

七 、第十 九条の 三十六、 第二十 条、第 二十 条の二、 第二十 二条の 三、第
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二十二 条の四 、第二 十四条 、第五 十二条 、第六十 一条の 二の 二、第 六十

の二、 第六十 一条の 二の八 関係）

（略）

一条 の二の 十一 関係）
（略）

別 表第二 （第 二条の 二、第七 条、第 二十二 条の三 、第二 十二条 の四、 第六

（ 略）

十一 条の二 の二、 第六十一 条の 二の八 関係）

別 表第二 （第二 条の 二、第七 条、第 二十二 条の三 、第二 十二条 の四、 第六
十一 条の二 の二、 第六十一 条の二 の十一 関係 ）
（ 略）
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○

正

案

第 九条

行

（傍 線部分 は改正 部分）

特別永 住者証 明書の 有効期 間は、 その交 付を受 ける特 別永住 者に

（特 別永住 者証明 書の有効 期間 ）

現

日 本国と の平和 条約に 基づき 日本の 国籍を 離脱した 者等 の出入 国管理 に関する 特例法 （平成 三年 法律第七 十一号 ）

改

特別永 住者証 明書の 有効期 間は、 その交 付を受け る特別 永住 者に

（特 別永住 者証明 書の有効 期間）
第 九条

係る次 の各号 に掲 げる区分 に応じ 、当該 各号に 定める 日が経 過する まで

項に おいて 準用す る第十 一条第 二項の 規定に より特 別永住 者証明 書の

特 別永住 者証明 書の交 付の日 に十六 歳に満 たない者 （第 十二条 第三

係る次 の各号 に掲げ る区分 に応じ 、当該 各号に定 める 日が経 過する まで

一

の 期間と する。

特 別永住 者証明 書の交付 の日 に十六 歳に満た ない者 （第十 二条第 三

の期 間と する。
一

項に おいて 準用す る第十 一条第 二項の 規定によ り特別 永住 者証明 書の

十六歳 の誕生 日（当 該特別 永住者 の誕生

交 付を 受ける 者を除く 。）

十六歳 の誕生 日（当 該特別 永住者 の誕生

交 付を受 ける者 を除く 。）

日が 二月二 十九日 であると きは 、当該 特別永 住者のう るう年 以外の 年

に おける 誕生日 は二月 二十八 日であ るもの とみな す。以 下同じ 。）

日が 二月二 十九日 であると きは、 当該 特別永住 者のう るう年 以外の 年
に おける 誕生日 は二月 二十八 日であ るもの とみなす 。以下 同じ 。）の
前日
二

（略 ）

二

（特 別永住 者証 明書の有 効期間 の更新 ）

（略 ）

（特 別永住 者証明 書の有 効期間 の更新 ）

者証 明書の 有効期 間の満 了の日 の二月 前（有 効期間の 満了の 日が 当該特

特 別永住 者証明書 の交付 を受 けた特 別永住者 は、当 該特別 永住

者証 明書の 有効期 間の満了 の日の 二月 前（有 効期間の 満了の 日が当 該特

別 永住者 の十六 歳の 誕生日と されて いると きは、 六月前 ）から 有効期 間

第十二 条

別 永住者 の十六 歳の誕 生日の 前日と されて いるとき は、 六月前 ）から 有

が満 了する 日まで の間（次 項にお いて「 更新 期間」と いう。 ）に、 法務

特 別永住 者証明書 の交付 を受け た特別 永住者 は、当 該特別 永住

効期間 が満了 する 日までの 間（次 項にお いて「 更新期 間」と いう。 ）に

省 令で定 める手 続により 、居 住地の 市町村 の長を経 由して 、出入 国在 留

第 十二条

、 法務省 令で定 める手続 により 、居住 地の 市町村の 長を経 由して 、出入
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管理庁 長官に 対し、 特別永 住者証 明書の 有効期 間の更 新を申 請しな けれ

（略 ）

国在留 管理庁 長官に 対し、 特別永 住者証 明書の有 効期間 の更 新を申 請し

第十 九条

（略）

（ 本人の 出頭 義務と 代理人に よる届 出等）

２・３

ば ならな い。

（略 ）

なけ ればな らな い。
２・３

（ 本人の 出頭義 務と 代理人に よる届 出等）
（略）

届出等 をする こと ができな い場合 には、 当該届 出等は 、次の 各号に 掲げ

特別 永住者 が十六 歳に満 たない 場合又 は疾病 その他 の事由 により 自ら

届出等 をする ことが できな い場合 には、 当該届出 等は 、次の 各号に 掲げ

る 者（十 六歳に 満たない 者を除 く。） であ って当該 特別永 住者と 同居す

２

る者 （十 六歳に 満たない 者を除 く。） であっ て当該 特別永 住者と 同居す

るもの が、当 該各号 の順位 により 、当該 特別永 住者に代 わっ てしな けれ

（略 ）

（ 略）

（退去 強制 の特例 ）

（略）

一 ～四

るもの が、当 該各号 の順序に より 、当該 特別永住 者に代 わって しなけ れ

（略）

ばな らない 。

一 ～四
（略）

３

ばな らない 。

特別 永住者 が十六 歳に満 たない 場合又 は疾病 その他の 事由に より 自ら

第十 九条
２

３

（退去 強制の 特例）

第 二十二 条
（ 略）

（ 略）

２

第二 十二 条
（ 略）

十九条 第一項 、第四 十三条第 一項、 第四 十七条 第一項、 第四十 八条第 六

２

十 九条第 一項 及び第 二項、第 四十三 条第一 項及び 第三項 、第四 十四条 の

項、 第四十 九条第 四項及 び第六 十二条 第一項 中「第二 十四条 各号 」とあ

特別永 住者 に関し ては、入 管法第 二十七 条、第 三十一 条第三 項、第 三

二第 一項、 第四十 四条の八 第三号 、第 四十七 条第一項 、第四 十八条 第六

り 、入管 法第四 十五 条第一項 中「退 去強制 対象者 （第二 十四条 各号の い

３

項 、第四 十九条 第四項 並びに 第六十 二条第 一項中「 第二 十四条 各号」 と

ずれ かに該 当し、 かつ、出 国命令 対象者 に該 当しない 外国人 をいう 。）

特別永 住者に 関して は、入 管法第 二十七 条、第 三十一 条第四 項、第 三

あり、 入管法 第四 十五条第 一項中 「退去 強制対 象者（ 第二十 四条各 号の

」 とあり 、並び に入管法 第四 十七条 第三項 、第五十 五条の 二第四 項及 び

３

い ずれか に該当 し、かつ 、出国 命令対 象者 に該当し ない外 国人を いう。
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者」と あるの は「日 本国との 平和条 約に 基づき日 本の国 籍を離 脱した 者

項、 第五十 五条 の八十四 第四項 及び第 六十三 条第一 項中「 退去強 制対象

以下同 じ。） 」とあ り、並 びに入 管法第 四十七条 第三項 、第 五十条 第一

二十二 条第一 項各号 」とす る。

条 約に基 づき日 本の国籍 を離脱 した者 等の 出入国管 理に関 する特 例法第

第六十 三条第 一項中 「退去 強制対 象者」 とある のは、 「日本 国との 平和

等の 出入国 管理に 関する 特例法 第二十 二条第 一項各号 」と、 入管 法第五
十 条第一 項ただ し書 中「除く 。）又 は第二 十四条 第三号 の二、 第三号 の
三若 しくは 第四号 ハ若しく はオか らヨま での いずれか に該当 する者 」と
あ るのは 「除く 。）」と する 。
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○

正

案

道路 交通法 （昭 和三十五 年法律 第百五 号）

改

（国 際運転 免許証 又は外国 運転免 許証を 所持 する者の 自動車 等の運 転）
道路交 通に関 する条 約（以 下「条 約」とい う。） 第二 十四

現

行

（傍 線部分 は改正 部分）

道路交 通に関 する条 約（以 下「条 約」と いう。 ）第二 十四

（国 際運転 免許証 又は外国 運転 免許証 を所持 する者の 自動車 等の運 転）
第 百七条 の二

条第一 項の運 転免 許証（第 百七条 の七第 一項の 国外運 転免許 証を除 く。

第 百七条 の二
条第一 項の運 転免許 証（第 百七条 の七第 一項の国 外運 転免許 証を除 く。

の 制度を 有して いる国 又は地 域とし て政令 で定め るもの に限る 。）の 行

） で条約 附属書 九若しく は条約 附属書 十に 定める様 式に合 致した もの（

の 制度を 有して いる国 又は地 域とし て政令 で定める ものに 限る 。）の 行

政庁若 しく は権限 のある機 関の免 許に係 る運転 免許証 （日本 語によ る翻

）で 条約 附属書 九若しく は条約 附属書 十に定 める様 式に合 致した もの（

政庁若 しくは 権限の ある機 関の免 許に係 る運転 免許証 （日本 語によ る翻

訳 文で政 令で定 める者が 作成し たも のが添 付されて いるも のに限 る。以

以下こ の条に おいて 「国際 運転免 許証」 という 。）又は 自動 車等の 運転

訳文 で政 令で定 める者が 作成し たもの が添付 されて いるも のに限 る。以

下この 条にお いて「 外国運 転免許 証」と いう。 ）を所持 する 者（第 八十

以下こ の条に おいて 「国際運 転免 許証」 という。 ）又は 自動車 等の運 転

下この 条にお いて「 外国運 転免許 証」と いう。） を所持 する者 （第 八十

八条 第一項 第二 号から第 四号ま でのい ずれか に該当 する者 を除く 。）は

に関 する本 邦の域 外にあ る国若 しくは 地域（ 国際運 転免許 証を発 給して

八条 第一項 第二号 から第 四号ま でのい ずれか に該当 する者 を除く 。）は

、第六 十四条 第一項 の規定に かかわ らず 、本邦 に上陸（ 住民基 本台帳 法

に関 する本 邦の域 外にあ る国若 しくは 地域（ 国際運転 免許 証を発 給して

、 第六十 四条 第一項 の規定に かかわ らず、 本邦に 上陸（ 住民基 本台帳 法

（昭 和四十 二年法 律第八 十一号 ）に基 づき住 民基本台 帳に記 録さ れてい

い ない 国又は 地域で あつて、 道路に おける 危険 を防止し 、その 他交通 の

（昭 和四十 二年法 律第八十 一号） に基 づき住 民基本台 帳に記 録され てい

る 者が出 入国管 理及 び難民認 定法（ 昭和二 十六年 政令第 三百十 九号） 第

い ない国 又は地 域で あつて、 道路に おける 危険を 防止し 、その 他交通 の

る 者が出 入国管 理及び 難民認 定法（ 昭和二 十六年政 令第 三百十 九号） 第

六十 条第一 項の規 定による 出国の 確認、 同法 第二十六 条第一 項の規 定に

安全 と円滑 を図る 上で我が 国と 同等の 水準に あると認 められ る運転 免許

六十条 第一項 の規 定による 出国の 確認、 同法第 二十六 条第一 項の規 定に

よ る再入 国の許 可（同法 第二 十六条 の二第 一項（日 本国と の平和 条約 に

安全 と円滑 を図る 上で我が 国と同 等の 水準に あると認 められ る運転 免許

よ る再入 国の許 可（同法 第二十 六条の 二第 一項（日 本国と の平和 条約に
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証又 は外 国運転 免許証（ 以下「 国際運 転免許 証等」 という 。）で 運転す

一号に おいて 同じ。 ）をし た日か ら起算 して一年 間、 当該国 際運転 免許

び 本邦に 上陸し た場合に おけ る当該 上陸を 除く。第 百十七 条の二 の二 第

書の 交付を 受けて 出国し、 当該出 国の日 から 三月に満 たない 期間内 に再

及 び難民 認定法 第六 十一条の 二の十 五第一 項の規 定によ る難民 旅行証 明

再入 国の許 可を受 けたも のとみ なされ る場合 を含む。 ）又は 出入 国管理

の規定 により 出入国 管理及び 難民認 定法 第二十六 条第一 項の規 定によ る

年法 律第七 十一 号）第二 十三条 第二項 におい て準用 する場 合を含 む。）

基づき 日本の 国籍を 離脱し た者等 の出入 国管理に 関する 特例 法（平 成三

証 又は外 国運転 免許証（ 以下「 国際運 転免 許証等」 という 。）で 運転す

一号に おいて 同じ 。）をし た日か ら起算 して一 年間、 当該国 際運転 免許

び 本邦に 上陸し た場合 におけ る当該 上陸を 除く。第 百十 七条の 二の二 第

書の 交付を 受けて 出国し、 当該 出国の 日から 三月に満 たない 期間内 に再

及 び難民 認定 法第六 十一条の 二の十 二第一 項の規 定によ る難民 旅行証 明

再入 国の許 可を受 けたも のとみ なされ る場合 を含む 。）又 は出入 国管理

の規定 により 出入国 管理及 び難民 認定法 第二十 六条第一 項の規 定に よる

年 法律第 七十一 号）第二 十三条 第二項 にお いて準用 する場 合を含 む。）

基づき 日本の 国籍を 離脱し た者等 の出入 国管理 に関す る特例 法（平 成三

けん

ること ができ ること とされ ている 自動車 等を運 転するこ とが できる 。た

けん

ること ができ ること とされて いる 自動車 等を運転 するこ とがで きる。 た

けん

だし 、旅客 自動車 運送事 業に係 る旅客 を運送 する目 的で、 旅客自 動車を
けん

だし 、旅客 自動車 運送事 業に係 る旅客 を運送 する目的 で、 旅客自 動車を
けん

運 転し 若しく は牽引 自動車に よつて 旅客用 車両 を牽引し て当該 牽引自 動

けん

運 転し若 しくは 牽引 自動車に よつて 旅客用 車両を 牽引し て当該 牽引自 動

車を 運転す る場合 、又は代 行運 転普通 自動車 を運転す る場合 は、こ の限
り でない 。

車を 運転す る場合 、又は代 行運転 普通 自動車 を運転す る場合 は、こ の限
り でない 。
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○

改

正

案

（外 国人雇 用状況 の届出等 ）

現

行

労働 施策の 総合 的な推進 並びに 労働者 の雇用 の安定 及び職 業生活 の充実 等に関 する法 律（昭 和四十 一年法律 第百三 十二 号）

（外 国人雇 用状況 の届出等 ）

（傍 線部分 は改正 部分）

外国人 が離職 した 場合には 、厚生 労働省 令で定 めると ころに より、 その

事 業主は 、新た に外国 人を雇 い入れ た場合 又はそ の雇用 する

外国人 が離職 した場 合には 、厚生 労働省 令で定め ると ころに より、 その

者 の氏名 、在留 資格（出 入国管 理及び 難民 認定法第 二条の 二第一 項に規

第 二十八 条

者の 氏名 並びに 出入国管 理及び 難民認 定法第 二条の 二第一 項に規 定する

定する 在留資 格をい う。次 項にお いて同 じ。） 、在留期 間（ 同条第 三項

事 業主は 、新た に外国 人を雇 い入れ た場合又 はその 雇用 する

在留資 格（以 下この 項及び次 項に おいて 「在留資 格」と いう。 ）及び 同

に規 定する 在留期 間をい う。） その他 厚生労 働省令 で定め る事項 につい

第 二十八 条

条第 三項に 規定す る在留 期間（ その者 が在留 資格を有 しな い者で あつて

（略）

て 確認 し、当 該事項 を厚生労 働大臣 に届け 出な ければな らない 。

２ ～４

、 同法第 四十四 条の 五第一項 又は第 六十一 条の二 の七第 二項の 許可を 受
けて 報酬を 受ける 活動を行 うもの であ る場合 にあつて は、こ れらの 許可
を 受けて いる旨 ）その 他厚生 労働省 令で定 める事項 につい て確 認し、 当

（略）

該事項 を厚生 労働大 臣に届 け出な ければ ならな い。
２～ ４

- 143 -

○

正

案

行政 手続法 （平 成五年法 律第八 十八号 ）

改

次に掲 げる処 分及び 行政指 導につ いては 、次章か ら第四 章の 二ま

（適 用除外 ）
第 三条
での規 定は、 適用し ない。
（略）

外 国人の 出入国 、出入国 管理 及び難 民認定法 （昭和 二十六 年政令 第

一～ 九
十

三百 十九号 ）第六 十一条 の二第 一項に 規定する 難民の 認定 、同条 第二

（ 略）

項 に規定 する補 完的保 護対象 者の認 定又は 帰化に 関する 処分及 び行政
指導

（略 ）

十 一～十 六
２・３

現

行

（傍 線部分 は改正 部分）

次に掲 げる処 分及び 行政指 導につ いては 、次章 から第 四章の 二ま

（適 用除外 ）
第 三条

での規 定は、 適用 しない。
（略）

（ 略）

外 国人の 出入国 、難民 の認定 又は帰 化に関 する処分 及び 行政指 導

一 ～九
十

（ 略）

十 一～十 六
２・３
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○

正

案

国際 受刑者 移送 法（平成 十四年 法律第 六十六 号）

改

（出 入国管 理及び 難民認定 法等の 特則）
（ 略）

（ 略）

現

行

（出 入国管 理及び 難民認定 法等 の特則 ）
第 四十四 条

（傍 線部分 は改正 部分）

入管 法第 四十七 条第五項 後段（ 入管法 第四十 八条第 十項及 び第四 十九条

定によ り退去 強制令 書が発 付され ていた 場合に は、当該 送出 受刑者 は、

入 管法第 四十七 条第五項 、第四 十八条 第九 項又は第 四十九 条第六 項の規

第 三十四 条第 二項の 命令によ り本邦 から出 国した 送出受 刑者に 対して

第七項 におい て準用 する場合 を含 む。） の規定に より退 去強制 令書が 発

同法 第五条 第一項 第五号 の二、 第九号 及び第 十号の 適用に ついて は、当

２

付さ れてい た場合 には、 当該送 出受刑 者は、 入管法第 五条 第一項 第五号

該 退去 強制令 書によ り本邦か らの退 去を強 制さ れた者と みなす 。この 場

第 三十四 条第二 項の命 令によ り本邦 から出 国した 送出受 刑者に 対して

第 四十四 条
２

の 二、第 九号及 び第 十号の適 用につ いては 、当該 退去強 制令書 により 本

合に おいて 、同法 第五条第 一項 第九号 中「退 去した」 とある のは「 出国
し た」と 読み替 えるも のとす る。

邦か らの退 去を強 制された 者とみ なす 。この 場合にお いて、 同項第 九号
中 「退去 の日か ら」と あるの は、「 出国し た日から 」と読 み替 えるも の
とする 。
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○

正

案

現

行

（傍 線部分 は改正 部分）

抑 留資格 認定官 は、次 に掲げ る者で あって 抑留対 象者に 該当

（他 の法令 による 身体拘束 手続 との関 係）

武力 攻撃事 態及 び存立危 機事態 におけ る捕虜 等の取 扱いに 関する 法律（ 平成十 六年法 律第百 十七号 ）

改

（他 の法令 による 身体拘束 手続と の関係 ）

第 二十二 条

すると 思料す るも のがある 場合に は、第 四条の 規定に よりそ の身体 を拘

抑 留資格 認定官 は、次 に掲げ る者で あって抑 留対象 者に 該当

すると 思料す るもの がある 場合に は、第 四条の規 定に よりそ の身体 を拘

（略）

束 しない ときで あっても 、その 者につ いて 第十一条 （第三 項を除 く。）

一

束し ない ときで あっても 、その 者につ いて第 十一条 （第三 項を除 く。）

（略）

出 入国管 理及び 難民認定 法（昭 和二十 六年 政令第三 百十九 号。以 下

の規定 の例に より抑 留資格 認定の ための 調査を 行うこと がで きる。

一

二

（略 ）

一 条に規 定する 退去強 制令書 の発付 を受け て収容 されて いる者

「入 管法」 という 。）第四 十条 に規定 する収 容令書又 は入管 法第五 十

出入 国管理 及び 難民認定 法（昭 和二十 六年政 令第三 百十九 号。以 下

（略 ）

て収容 されて いる者

収 容令書 又は入 管法第 五十一 条に規 定する 退去強制 令書の 発付 を受け

「入 管法」 という 。）第四 十条及 び第 四十四条 の四第 三項に 規定す る

二

２

の規定 の例に より抑 留資格認 定の ための 調査を行 うこと ができ る。

第 二十二 条

２
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○

出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 第 二 条 第 五 号 ロ の 旅 券 を 所 持 す る 外 国 人 の 上 陸 申 請 の 特 例 に 関 す る法 律 （ 平成 十 七 年 法 律第 九 十 六号 ）

出入 国管理 及び難 民認定法 （昭和 二十六 年政 令第三百 十九号 ）第二 条第

五 号ロに 該当す る旅券 を所持 する外 国人（ 同条第 二号に 規定す る外国 人を

出入 国管理 及び難 民認定法 （昭 和二十 六年政 令第三百 十九号 ）第二 条第

（傍 線部分 は改正 部分）

五 号ロに 該当す る旅券 を所持 する外 国人（ 同条第 一号に規 定する 外国 人を

いい、 同条第 三号 に規定 する乗員 を除く 。）で あって 、観光 その他 の目的

行

いい、 同条第 二号に 規定す る乗員 を除く 。）で あって 、観光 その他 の目的

で 本邦に 短期間 滞在し ようとす る者の うち 政令で 定めるも のが本 邦に上 陸

現

で本 邦に 短期間 滞在し ようとす る者の うち政 令で 定めるも のが本 邦に上 陸

しよう とする 場合に おいて は、同 法第六 条第一 項本文の 規定 にかか わらず

案

しよう とする 場合に おいては 、同 法第六 条第一 項本文の 規定に かかわ らず

、そ の旅券 には、 日本 国領事官 等（同 法第二 条第四 号に規 定する 日本国 領

正

、そ の旅券 には、 日本国 領事官 等（同 法第二 条第四号 に規 定する 日本国 領

事 官等 をいう 。）の 査証を要 しない 。

改

事 官等を いう。 ）の 査証を要 しない 。
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○

改

正

案

則
（ 略）

現

行

（傍線部 分は改 正部分 ）

新入 管法第 六十一 条の九の 三第二 項及 び第三 項の規定 は、前 項に規 定

附 則第十 九条第二 項にお いて準 用す る新入管 法第六 十一条 の九

する受 領、申 請又は 届出の 手続に ついて 準用す る。

第 四十 条

２

第十九 条

附

出入 国管理 及び 難民認定 法及び 日本国 との平 和条約 に基づ き日本 の国籍 を離脱 した者 等の出 入国管 理に関す る特例 法の 一部を改 正する 等の法 律（平 成

則

二十 一年法 律第 七十九 号）

附
（ 略）

入管 法第六 十一条 の八の三 第二項 及び第 三項 の規定は 、前項 に規定 す

第十九 条
２

附則 第十 九条第二 項にお いて準 用する 入管法 第六十 一条の 八の

る受領 、申請 又は届 出の手続 につ いて準 用する。

第 四十条

十六条 第一項 の規定 による 申請又 は附則 第十七条 第一項 若しく は第 十八

第十 九条 の七第 二項の規 定によ り返還 される 在留カ ードの 受領、 附則第

しくは 附則第 十七条 第二項 及び第 十八条 第二項 におい て準用 する入 管法

項 、第十 五条第 四項若 しくは 第十六 条第三 項の規定 により 交付 され、 若

十八 条第一 項の 規定によ る届出 をしな かった ときは 、五万 円以下 の過料

則第十 六条第 一項の 規定に よる申 請又は 附則第 十七条第 一項 若しく は第

管 法第十 九条の 七第二項 の規定 によ り返還 される在 留カー ドの受 領、附

若しく は附 則第十 七条第二 項及び 第十八 条第二 項にお いて準 用する 新入

六 項、第 十五条 第四項 若しく は第十 六条第 三項の 規定に より交 付され 、

の三 第二項 各号に 掲げる者 が、 同項の 規定に 違反して 、附則 第十三 条第

条第 一項の 規定に よる届 出をし なかっ たとき は、五 万円以 下の過 料に処

に処す る。

三第 二項各 号に掲 げる者が 、同項 の規 定に違 反して、 附則第 十三条 第六

す る。
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○

改

正

案

２

（略）

現

行

（傍 線部分 は改正 部分）

こ の法律 にお いて「 無免許運 転」と は、法 令の規 定によ る運転 の免許

第 一条

（定 義）

自動 車の運 転に より人を 死傷さ せる行 為等の 処罰に 関する 法律（ 平成二 十五年 法律第 八十六 号）

（定 義）
（略）

こ の法律 におい て「無 免許運 転」と は、法 令の規 定によ る運転 の免許

第 一条
２

（ 同法第 八十八 条第一 項第二 号から 第四号 までの いずれ かに該 当する 場

を 受けて いる者 又は道路 交通法 第百七 条の 二の規定 により 国際運 転免許

（ 同法第 八十八 条第一 項第二 号から 第四号 までのい ずれか に該 当する 場

合又は 本邦 に上陸 （住民基 本台帳 法（昭 和四十 二年法 律第八 十一号 ）に

を受 けて いる者 又は道路 交通法 第百七 条の二 の規定 により 国際運 転免許

合又は 本邦に 上陸（ 住民基 本台帳 法（昭 和四十 二年法 律第八 十一号 ）に

基 づき住 民基本 台帳に記 録され てい る者が 出入国管 理及び 難民認 定法（

証若し くは外 国運転 免許証 で運転 するこ とがで きるとさ れて いる者 でな

基づ き住 民基本 台帳に記 録され ている 者が出 入国管 理及び 難民認 定法（

昭和二 十六年 政令第 三百十 九号） 第六十 条第一 項の規定 によ る出国 の確

証若し くは外 国運転 免許証で 運転 するこ とができ るとさ れてい る者で な

昭和二 十六年 政令第 三百十 九号） 第六十 条第一項 の規定 による 出国 の確

認、 同法第 二十 六条第一 項の規 定によ る再入 国の許 可（同 法第二 十六条

けれ ば運転 するこ とがで きない ことと されて いる自 動車を 当該免 許を受

認、 同法第 二十六 条第一 項の規 定によ る再入 国の許 可（同 法第二 十六条

の二第 一項（ 日本国 との平和 条約に 基づ き日本 の国籍を 離脱し た者等 の

けれ ば運転 するこ とがで きない ことと されて いる自動 車を 当該免 許を受

の 二第一 項（ 日本国 との平和 条約に 基づき 日本の 国籍を 離脱し た者等 の

出入 国管理 に関す る特例 法（平 成三年 法律第 七十一号 ）第二 十三 条第二

け ない で（法 令の規 定により 当該免 許の効 力が 停止され ている 場合を 含

出入 国管理 に関す る特例法 （平成 三年 法律第 七十一号 ）第二 十三条 第二

項 におい て準用 する 場合を含 む。） の規定 により 出入国 管理及 び難民 認

け ないで （法令 の規 定により 当該免 許の効 力が停 止され ている 場合を 含

項 におい て準用 する場 合を含 む。） の規定 により出 入国 管理及 び難民 認

定法 第二十 六条第 一項の規 定によ る再入 国の 許可を受 けたも のとみ なさ

む。 ）又は 当該国 際運転免 許証 若しく は外国 運転免許 証を所 持しな いで

定法第 二十六 条第 一項の規 定によ る再入 国の許 可を受 けたも のとみ なさ

れ る場合 を含む 。）又は 出入 国管理 及び難 民認定法 第六十 一条の 二の 十

む。 ）又は 当該国 際運転免 許証若 しく は外国 運転免許 証を所 持しな いで

れ る場合 を含む 。）又は 出入国 管理及 び難 民認定法 第六十 一条の 二の十
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上陸を 除く。 ）をし た日から 起算し て滞 在期間が 一年を 超えて いる場 合

の日 から三 月に 満たない 期間内 に再び 本邦に 上陸し た場合 におけ る当該

五第一 項の規 定によ る難民 旅行証 明書の 交付を受 けて出 国し 、当該 出国

を含 む。） 、道路 （道路 交通法 第二条 第一項 第一号 に規定 する道 路をい

上陸を 除く。 ）をし た日か ら起算 して滞 在期間 が一年を 超えて いる 場合

の 日から 三月に 満たない 期間内 に再び 本邦 に上陸し た場合 におけ る当該

二第一 項の規 定によ る難民 旅行証 明書の 交付を 受けて 出国し 、当該 出国

こ の法 律の施 行前に附 則第二 条の規 定によ る改正 前の刑 法第二

則

を含 む。） 、道路 （道路 交通法 第二条 第一項 第一号に 規定す る道 路をい

附

う 。）に おい て、運 転するこ とをい う。

則

う 。）に おいて 、運 転するこ とをい う。

附

第十六 条

百 八条の 二（附 則第十四 条の規 定によ りな お従前の 例によ ること とされ

こ の法律 の施行 前に附 則第二 条の規 定によ る改正 前の刑 法第二

百八 条の 二（附 則第十四 条の規 定によ りなお 従前の 例によ ること とされ

る場合 におけ る当該 規定を 含む。 ）の罪 を犯し た者に対 する 附則第 五条

第十六 条

る場合 におけ る当該 規定を含 む。 ）の罪 を犯した 者に対 する出 入国管 理

の規 定によ る改正 後の出 入国管 理及び 難民認 定法第 五条第 一項第 九号の

い ては、 これら の規定 中「第 十六条 の罪又 は」と あるの は「第 十六条 の

及び 難民認 定法第 五条第 一項第 九号の 二、第 二十四条 第四 号の二 、第二

条 の罪又 は」と あるの は「第 十六条 の罪、 」と、「 第六条 第一 項」と あ

罪、」 と、 「第六 条第一項 」とあ るのは 「第六 条第一 項の罪 又は同 法附

二 、第 二十四 条第四 号の二、 第二十 四条の 三第 三号、第 六十一 条の二 の

るのは 「第六 条第一 項の罪 又は同 法附則 第二条 の規定 による 改正前 の刑

則 第二条 の規定 による改 正前の 刑法 第二百 八条の二 （自動 車の運 転によ

十 四条の 三第三 号、 第六十一 条の二 の二第 一項第 二号及 び第六 十一条 の

法第 二百 八条の 二（自動 車の運 転によ り人を 死傷さ せる行 為等の 処罰に

り人を 死傷さ せる行 為等の 処罰に 関する 法律附 則第十四 条の 規定に より

二第 一項第 四号及 び第六十 一条 の二の 四第一 項第七号 の規定 の適用 につ

関する 法律附 則第十 四条の 規定に よりな お従前の 例によ ること とさ れる

なお 従前の 例に よること とされ る場合 におけ る当該 規定を 含む。 ）」と

二の 四第一 項第八 号の規定 の適用 につ いては 、これら の規定 中「第 十六

場合 におけ る当該 規定を 含む。 ）」と する。

す る。
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○

改

正

案

２

う。
一

（略）

現

行

（傍 線部分 は改正 部分）

第 一号企 業単独 型技能 実習（ 本邦の 公私の 機関の外 国に ある事 業所

こ の法律 にお いて「 企業単独 型技能 実習」 とは、 次に掲 げるも のをい

第 二条

（定 義）

外 国 人 の 技 能 実 習 の 適 正 な 実 施 及 び 技 能 実 習 生 の保 護 に 関す る 法 律 （平 成 二 十八 年 法 律 第 八十 九 号 ）

（定 義）
（略）

こ の法律 におい て「企 業単独 型技能 実習」 とは、 次に掲 げるも のをい

第 二条
２

第 一号企 業単独 型技能実 習（ 本邦の 公私の機 関の外 国にあ る事業 所

の職 員であ る外国 人（入 管法第 二条第 二号に 規定す る外国 人をい う。
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う。
一

の職 員であ る外国 人（入 管法第 二条第 一号に規 定する 外国 人をい う。

技 能等を 修得す るため 、在留 資格（ 入管法 別表第 一の二 の表の 技能実

以 下同 じ。） 又は本邦 の公私 の機関 と主務 省令で 定める 密接な 関係を

技 能等を 修得す るため 、在留 資格（ 入管法 別表第一 の二の 表の 技能実

習の項 の下 欄第一 号イに係 るもの に限る 。）を もって 、これ らの本 邦

以 下同じ 。）又 は本邦 の公私 の機関 と主務 省令で 定める 密接な 関係を

習の項 の下欄 第一号 イに係 るもの に限る 。）を もって 、これ らの本 邦

の 公私の 機関に より受け 入れら れて 必要な 講習を受 けるこ と及び 当該

有す る外国 の公私 の機関の 外国 にある 事業所 の職員で ある外 国人が 、

の公 私の 機関に より受け 入れら れて必 要な講 習を受 けるこ と及び 当該

機関と の雇用 契約に 基づい て当該 機関の 本邦にあ る事業 所に おいて 当

有す る外国 の公私 の機関の 外国に ある 事業所の 職員で ある外 国人が 、

機関と の雇用 契約に基 づい て当該 機関の 本邦にあ る事業 所にお いて 当

（ 略）

（略 ）

該技 能等に 係る 業務に従 事する ことを いう。 以下同 じ。）

３～

二・三

該技 能等に 係る業 務に従 事する ことを いう。以 下同 じ。）
（略 ）
（ 略）

10

二 ・三
３～
10

○

改

正

案

法務 省設置 法（ 平成十一 年法律 第九十 三号）

（所 掌事務 ）

（略）

難民 の認定 及び補完 的保 護対象 者の認 定に関す ること 。

（ 略）

法務省 は、前 条第一 項の任 務を達 成する ため、次 に掲げ る事 務を

（略 ）

三十 五～三 十九

三十四

一～ 三十 三

つかさ どる。

第 四条

２

（所 掌事務 ）

（略 ）

現

難民 の認定 に関す ること 。

（ 略）

行

（傍 線部分 は改正 部分）

法務省 は、前 条第一 項の任 務を達 成する ため、 次に掲 げる事 務を

（ 略）

三十 五～三 十九

三十四

一 ～三十 三

つかさ どる。

第 四条

２
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