
凡　例 （五十音，アルファベット順）

外登法 外国人登録法

基準省令 出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令

登録原票 外国人登録原票

登録証明書 外国人登録証明書

特区法 構造改革特別区域法

難民条約 難民の地位に関する条約

難民議定書 難民の地位に関する議定書

日米地位協定 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設
及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定

入管法 出入国管理及び難民認定法

ＡＢＴＣ APEC Business Travel Card（ＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カード）

ＡＤカード Accreditation Card（大会参加資格認定証）

ＡＳＥＭ Asia-Europe Meeting(アジア欧州会合)

ＡＰＥＣ Asia-Pacific Economic Cooperation（アジア太平洋経済協力）

ＡＰＩシステム Advance Passenger Information System （事前旅客情報システム）

ＥＤカード Embarkation Card and Disembarkation Card（出入（帰）国記録カード）

ＦＡＬ条約 Convention on Facilitation of International Maritime Traffic
（国際海運の簡易化に関する条約）

ＦＥＩＳ Foreigner's Entry and Departure Information System（外国人出入国情報システム）

ＩＡＴＡ/ＣＡＷＧ International Air Transport Association / Control Authorities Working Group
（国際航空運送協会・入国管理機関関係部会）

ＩＣＰＯ International Criminal Police Organization（国際刑事警察機構）

ＩＤカード Identification Card（身分証明書）

ＩＧＣ Intergovernmental Consultations on Asylum, Refugee and Migration Policies 
in Europe, North America and Australia
（ヨーロッパ，北アメリカ及びオーストラリアの庇護申請，難民及び移民政策に
関する政府間協議体）

ＩＯＭ International Organization for Migration（国際移住機関）

ＪＩＣＡ Japan International Cooperation Agency（国際協力事業団。平成15年10月１日から独
立行政法人国際協力機構（JICA：Japan International Cooperation Agency）となった。）

ＭＲＰ Machine Readable Passport（機械読取旅券）

ＭＲＰリーダ 旅券自動読取装置

ＯＣＲ Optical Character Recognition（光学文字読取装置）

ＯＤＡ Official Development Assistance（政府開発援助）

ＯＥＣＤ Organization for Economic Co-operation and Development（経済協力開発機構）

ＯＴＯ Office of Trade and investment Ombudsman（市場開放問題苦情処理体制）

ＰＡＣＲＩＭ Pacific Rim Immigration Intelligence Officers' Conference
（環太平洋出入国管理専門家会合）

ＳＡＲ Special Administrative Region（特別行政区）

ＳＯＰＥＭＩ Systeme D'observation Permanente des Migration（移民に関する継続的報告システム）

ＵＮＨＣＲ United Nations High Commissioner for Refugees（国際連合難民高等弁務官）
又はOffice of the United Nations High Commissioner for Refugees
（国際連合難民高等弁務官事務所）

ＷＴＯ World Trade Organization（世界貿易機関）



i

「出入国管理－新時代における出入国管理行政の対応」

はじめに－出入国管理行政のこの5年

凡　例

第１部　出入国管理をめぐる近年の状況

第1章　外国人の入国・在留等

第１節●外国人の出入国の状況 ……………………………………………………………… 2

１ 外国人の出入国者数の推移 ……………………………………………………………… 2 

（１）外国人の入国 ……………………………………………………………………………… 2 

ア　入国者総数 …………………………………………………………………………… 2 

イ　地域別 …………………………………………………………………………………… 3

ウ　国籍（出身地）別 …………………………………………………………………… 5

エ　男女別・年齢別 ……………………………………………………………………… 6

オ　空港・海港別 ………………………………………………………………………… 9

カ　入国目的（在留資格）別 ………………………………………………………… 9

（ア）短期滞在者 ……………………………………………………………………… 10

（イ）就労を目的とする外国人 …………………………………………………… 13

ａ　「技術」，「人文知識・国際業務」及び「企業内転勤」 ……… 14

ｂ　「技能」 …………………………………………………………………… 14

ｃ　「教育」 …………………………………………………………………… 15

ｄ　「法律・会計業務」及び「医療」 ………………………………… 15

ｅ　「興行」 …………………………………………………………………… 15

（ウ）学ぶことを目的とする外国人 …………………………………………… 16

ａ　研修生 ……………………………………………………………………… 16

ｂ　留学生・就学生 ………………………………………………………… 17

（エ）身分又は地位に基づいて入国する外国人 ……………………………… 18

（２）特例上陸（一時庇護のための上陸の許可を除く） ……………………………… 21

ア　寄港地上陸の許可 ………………………………………………………………… 22

イ　通過上陸の許可 …………………………………………………………………… 22

目　　次



ii

ウ　乗員上陸の許可 ……………………………………………………………………… 22

エ　緊急上陸の許可 ……………………………………………………………………… 22

オ　遭難による上陸の許可 …………………………………………………………… 22

（３）外国人の出国 ……………………………………………………………………………… 23

2 上陸審判状況 …………………………………………………………………………………… 23

（１）上陸口頭審理 ……………………………………………………………………………… 23

（２）被上陸拒否者 ……………………………………………………………………………… 25

（３）上陸特別許可 ……………………………………………………………………………… 26

3 入国事前審査状況 …………………………………………………………………………… 27

（１）入国事前審査 ……………………………………………………………………………… 27

ア　査証事前協議 ………………………………………………………………………… 27

イ　在留資格認定証明書 ……………………………………………………………… 27

（２）査証免除等 ………………………………………………………………………………… 28

ア　査証免除 ……………………………………………………………………………… 28

イ　数次査証取決め ……………………………………………………………………… 29

第2節●外国人の在留の状況 ………………………………………………………………… 30

1 外国人登録者数 ………………………………………………………………………………… 30

（１）総数 …………………………………………………………………………………………… 31

（２）地域別 ………………………………………………………………………………………… 32

（３）国籍（出身地）別 ………………………………………………………………………… 33

（４）目的（在留資格）別 ……………………………………………………………………… 34

ア　永住者・特別永住者 ……………………………………………………………… 34

イ　就労を目的とする外国人 ………………………………………………………… 36

ウ　留学生・就学生 ……………………………………………………………………… 36

エ　研修生 ………………………………………………………………………………… 36

オ　身分又は地位に基づき在留する外国人 ………………………………………… 37

2 在留審査の状況 ………………………………………………………………………………… 37

（１）在留期間更新の許可 ……………………………………………………………………… 38

（２）在留資格変更の許可 ……………………………………………………………………… 38

ア　留学生等からの就職を目的とする在留資格変更許可 …………………… 38

イ　技能実習制度 ………………………………………………………………………… 41

（３）在留資格取得の許可 ……………………………………………………………………… 42

（４）再入国の許可 ……………………………………………………………………………… 42

（５）資格外活動の許可 ………………………………………………………………………… 42

（６）永住許可 …………………………………………………………………………………… 43



第3節●日本人の出帰国の状況 …………………………………………………………… 43

1 出国者 ……………………………………………………………………………………………… 43

（１）総数 …………………………………………………………………………………………… 43

（２）男女別・年齢別 …………………………………………………………………………… 44

（３）空港・海港別 ……………………………………………………………………………… 46

2 帰国者 ……………………………………………………………………………………………… 48

第2章 外国人の退去強制手続業務の状況

第1節●入管法違反者の状況 ………………………………………………………………… 49

1 不法残留者総数 ………………………………………………………………………………… 49

（１）国籍（出身地）別 ………………………………………………………………………… 49

（２）在留資格別 ………………………………………………………………………………… 51

2 不法入国・不法上陸者の状況 ………………………………………………………… 52

第2節●退去強制手続を執った入管法違反事件の概要 ………………… 54

1 退去強制事由別 ……………………………………………………………………………… 54

（１）不法入国 …………………………………………………………………………………… 55

ア　船舶による不法入国 ……………………………………………………………… 55

イ　航空機による不法入国 …………………………………………………………… 56

（２）不法上陸 …………………………………………………………………………………… 56

（３）不法残留 …………………………………………………………………………………… 57

（４）資格外活動 ………………………………………………………………………………… 57

2 不法就労事件 …………………………………………………………………………………… 58

（１）概況 …………………………………………………………………………………………… 58

（２）国籍（出身地）別 ………………………………………………………………………… 59

（３）男女別 ………………………………………………………………………………………… 60

（４）就労内容別 ………………………………………………………………………………… 61

（５）稼働場所（都道府県）別 ……………………………………………………………… 61

3 違反審判の概況 ……………………………………………………………………………… 62

（１）事件の受理・処理 ………………………………………………………………………… 62

（２）退去強制令書の発付 ……………………………………………………………………… 64

iii



（３）仮放免 ……………………………………………………………………………………… 66

（４）在留特別許可 ……………………………………………………………………………… 66

4 送還の概況 ……………………………………………………………………………………… 67

（１）国費送還 …………………………………………………………………………………… 68

ア　集団送還 ……………………………………………………………………………… 68

イ　個別送還 ……………………………………………………………………………… 68

（２）自費出国 …………………………………………………………………………………… 68

（３）運送業者の責任と費用による送還 …………………………………………………… 69

第3章 難民認定手続の状況

第1節●難民認定業務 ……………………………………………………………………………… 70

1 難民認定申請 …………………………………………………………………………………… 70

2 難民認定申請の処理 ………………………………………………………………………… 71

第2節●異議の申出 …………………………………………………………………………………… 72

1 異議の申出 ……………………………………………………………………………………… 72

2 異議の申出の処理 …………………………………………………………………………… 72

第3節●一時庇護のための上陸の許可 ……………………………………………… 72

第4節●インドシナ難民 ………………………………………………………………………… 73

第4章 外国人登録の実施状況

第1節●新規登録及び登録の閉鎖 ……………………………………………………… 75

第2節●変更登録 ……………………………………………………………………………………… 76

iv



第3節●登録証明書の切替（登録事項の確認） ……………………………… 76

第4節●地方自治体と外国人登録 ……………………………………………………… 77

第5章 行政訴訟

第1節●在留審査関係訴訟 …………………………………………………………………… 79

第2節●退去強制手続関係訴訟 …………………………………………………………… 80

第3節●退去強制令書発付処分等に関する執行停止申立て ……… 80

第4節●難民認定手続関係訴訟 …………………………………………………………… 81

第2部 過去5年間における出入国管理行政の施策

第１章 制度的対応

第1節●出入国管理及び難民認定法の改正 ……………………………………… 84

1 平成11年8月18日の改正 ……………………………………………………………… 84

（１）改正の背景 ………………………………………………………………………………… 84

（２）改正の概要 ………………………………………………………………………………… 84

ア　不法在留罪の新設 …………………………………………………………………… 84

イ　被退去強制者に対する上陸拒否期間の伸長 ………………………………… 85

ウ　再入国許可の有効期間の伸長 …………………………………………………… 85

（３）附帯決議 …………………………………………………………………………………… 85

2 平成13年11月30日の改正 …………………………………………………………… 85

（１）改正の背景 ………………………………………………………………………………… 85

（２）改正の概要 ………………………………………………………………………………… 86

v



ア　フーリガン等対策のための上陸拒否事由及び退去強制事由の整備 … 86

イ　外国人犯罪対策のための上陸拒否事由及び退去強制事由の整備 …… 86

ウ　偽変造文書対策のための退去強制事由の整備 …………………………… 86

エ　入国審査官による事実の調査等に関する規定の新設 …………………… 87

オ　法務大臣の権限の委任に関する規定の新設 ………………………………… 87

（３）附帯決議 …………………………………………………………………………………… 87

第2節●外国人登録法の改正（平成11年8月18日） ………………… 87

1 改正の背景 ……………………………………………………………………………………… 88

2 改正の概要 ……………………………………………………………………………………… 88

（１）非永住者に対する指紋押なつ制度の廃止 ………………………………………… 88

（２）登録原票の管理に関する規定の整備及び一定範囲の開示制度の新設 …… 88

（３）永住者等に係る登録事項の一部削減 ……………………………………………… 89

（４）永住者等に係る登録証明書の切替期間の伸長 …………………………………… 89

（５）居住地変更等に係る代理申請範囲の拡大 ………………………………………… 89

（６）常時携帯義務違反の取扱い …………………………………………………………… 89

3 附帯決議 ………………………………………………………………………………………… 89

第2章 第2次出入国管理基本計画

第1節●第2次出入国管理基本計画の策定 ……………………………………… 90

1 出入国管理政策懇談会の開催 ………………………………………………………… 91

2 出入国管理行政関係意見聴取会の開催 ………………………………………… 91

第2節●第2次出入国管理基本計画の概要 ……………………………………… 91

1 国際化と社会のニーズに応える外国人受入れの円滑な実現 ………… 91

（１）我が国社会が必要とする外国人労働者の円滑な受入れ ……………………… 91

（２）研修制度及び技能実習制度の適正かつ円滑な推進と一層の充実 …………… 92

（３）学術・文化・青少年交流の推進と留学生,  就学生の積極的な受入れ ……… 92

（４）長期にわたり我が国社会に在留する外国人の定着の円滑化 ………………… 92

2 不法滞在者への現実的かつ効果的な対応 ……………………………………… 92

vi



（１）強力かつ効果的な不法滞在者対策の実施 ………………………………………… 92

（２）不法滞在者と我が国社会のつながりに配慮した取扱い ……………………… 92

3 その他の主要な課題 ……………………………………………………………………… 92

（１）体制整備と規制緩和 …………………………………………………………………… 92

（２）国際協力の更なる推進 ………………………………………………………………… 93

（３）難民認定制度の適切な運用 …………………………………………………………… 93

第3節●第2次出入国管理基本計画に掲げた施策の実施状況 …… 93

第3章 出入国管理行政に係る主要な取組

第1節●出入国管理業務全般 ………………………………………………………………… 94

1 九州・沖縄サミットにおける対応等 ……………………………………………… 94

2 米国同時多発テロ対策 …………………………………………………………………… 94

（１）米国同時多発テロ事件の発生及び米国等の軍事行動 ………………………… 94

（２）日本政府の対応 …………………………………………………………………………… 95

（３）入国管理局の対応 ………………………………………………………………………… 97

3 2002年ワールドカップ・サッカー大会における対応 ………………… 98

（１）概要 …………………………………………………………………………………………… 98

（２）入管法の改正 ……………………………………………………………………………… 98

（３）フーリガン対策要員の英国派遣 ……………………………………………………… 99

（４）水際におけるフーリガン対策等 ……………………………………………………… 99

（５）円滑な出入国審査の実施 ……………………………………………………………… 99

（６）日韓プレクリアランスの実施 ………………………………………………………… 99

（７）期間限定査証免除措置（外務省における措置） ………………………………… 100

（８）大会関係者に対する便宜措置 ………………………………………………………… 100

4 偽変造文書対策の強化 …………………………………………………………………… 100

（１）偽変造旅券等の行使の状況 …………………………………………………………… 100

（２）偽変造文書対策室及び文書鑑識係の設置 ………………………………………… 101

（３）偽変造文書鑑識専従要員の増員及び偽変造文書鑑識機器の導入 ………… 101

（４）上陸許可証印の様式の改正 …………………………………………………………… 101

（５）対策の効果 ………………………………………………………………………………… 102

vii



第2節●入国・在留業務 ………………………………………………………………………… 103

1 出入国審査手続の簡素化 ……………………………………………………………… 103

（１）ＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カードの導入 ………………………………… 103

ア　ＡＰＥＣ・ビジネス・トラベル・カード ……………………………………… 103

イ　我が国における運用状況 ………………………………………………………… 104

（２）日本人ＥＤカードの廃止 ……………………………………………………………… 105

（３）乗員上陸許可支援システムの導入 ………………………………………………… 105

2 国家機関が発行しない旅券等の取扱い ………………………………………… 106

（１）パレスチナ旅券の取扱い ……………………………………………………………… 106

（２）マカオの中国返還に対する対応 …………………………………………………… 108

3 観光促進への対応 ………………………………………………………………………… 108

（１）沖縄振興特別対策の実施 ……………………………………………………………… 108

ア　沖縄県からの要望 ………………………………………………………………… 108

イ　要望に対する対応 ………………………………………………………………… 108

（２）中国人訪日団体観光旅行の実施 …………………………………………………… 109

4 我が国社会が必要とする外国人労働者の円滑な受入れ ……………… 109

（１）「投資・経営」の基準に係るガイドラインの策定 ……………………………… 109

（２）ＩＴ技術者の受入れの拡大 …………………………………………………………… 110

（３）国際業務に係る報酬要件の見直し ………………………………………………… 111

（４）「研究」の経歴要件の見直し ………………………………………………………… 111

（５）構造改革特別区域法等による入管法等の特例 ………………………………… 111

ア　特区法の目的及び特例措置の背景 …………………………………………… 111

イ　特例措置の概要 …………………………………………………………………… 112

（ア）研究活動の特例 ………………………………………………………………112

（イ）在留期間の特例等 ………………………………………………………… 113

ウ　法律によるもの以外の特例措置の概要 …………………………………… 113

（ア）特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優先処理事業 …… 113

（イ）特定事業等に係る外国人の永住許可弾力化事業 ………………… 113

エ　平成15年度において実施される予定の特例措置 ………………………… 113

（ア）外国人情報処理技術者受入れ促進事業 ……………………………… 113

（イ）外国人研修生受入れによる人材育成促進事業 …………………… 114

（ウ）夜間大学院留学生受入れ事業 ………………………………………… 114

5 研修制度及び技能実習制度の適正かつ円滑な推進と一層の充実 … 114

（１）「研修生及び技能実習生の入国・在留管理に関する指針」の策定 ………… 114

（２）研修生・技能実習生に係る提出書類の見直し ………………………………… 115

（３）研修・技能実習全国総合実態調査の実施 ……………………………………… 115

（４）研修・技能実習制度に対する国民の考え方 ……………………………………… 116

viii



ア 「外国人労働者問題に関する世論調査」 …………………………………… 116

イ　外国人研修・技能実習制度に係る国政モニター ………………………… 116

（５）制度の見直し ……………………………………………………………………………… 117

6 学術・文化・青少年交流の推進と留学生，就学生の積極的な受入れ …… 117

（１）「留学」及び「就学」の入国・在留審査に係る指針の策定 ………………… 117

（２）「家族滞在」に係る資格外活動許可の運用の見直し …………………………… 119

（３）ワーキング・ホリデー制度の拡大 ………………………………………………… 119

ア　査証発給のための要件 …………………………………………………………… 120

イ　在留期間 ……………………………………………………………………………… 120

ウ　条件 …………………………………………………………………………………… 120

（４）インターンシップの特定活動告示への追加 …………………………………… 121

（５）東アジア競技大会及びアジア冬季競技大会関係者に対する査証免除措置 ……… 121

7 在留期間の見直し ………………………………………………………………………… 121

（１）見直しの背景 …………………………………………………………………………… 121

（２）見直しの内容 …………………………………………………………………………… 122

第3節●退去強制手続業務 …………………………………………………………………… 122

1 不法滞在外国人の積極的な摘発 …………………………………………………… 122

2 人権に一段と配慮した収容場等における処遇の充実 ………………… 123

3 円滑な送還への取組 ……………………………………………………………………… 124

4 関係機関との協力の推進 ……………………………………………………………… 125

（１）入管法違反事件全般 …………………………………………………………………… 125

（２）不法就労外国人対策 …………………………………………………………………… 125

第4節●難民認定手続業務 …………………………………………………………………… 126

1 難民認定申請事案の処理促進 ……………………………………………………… 126

（１）難民認定申請案件処理促進月間の実施 …………………………………………… 126

（２）難民調査官の増員及び研修体制の充実・強化 ………………………………… 126

（３）難民関連情報収集の一元化 ………………………………………………………… 126

（４）通訳体制の整備 ………………………………………………………………………… 126

2 難民不認定に対する異議申出事案の処理の円滑化 ……………………… 126

ix



3 難民認定制度の在り方に係る検討 ……………………………………………… 127

（１）難民問題をめぐる諸情勢 ……………………………………………………………… 127

（２）在瀋陽総領事館における脱北者問題（いわゆる瀋陽事件）の発生 ……… 128

（３）出入国管理政策懇談会（難民問題に関する専門部会）における議論 …… 128

ア　難民問題に関する専門部会設置の目的 ……………………………………… 128

イ　専門部会における議論 …………………………………………………………… 128

（４）出入国管理政策懇談会の中間報告 ………………………………………………… 129

ア　いわゆる「60日ルール」について …………………………………………… 129

イ　難民認定申請中の者の法的地位 ……………………………………………… 129

ウ　関連する提言 ……………………………………………………………………… 130

エ　今後の課題 ………………………………………………………………………… 130

第5節●外国人登録業務 ……………………………………………………………………… 130

1 地方分権推進計画に基づく「法定受託事務」 ……………………………… 130

2 外国人登録事務の合理化推進 ……………………………………………………… 131

（１）外登法の一部改正による合理化 …………………………………………………… 131

（２）地方分権推進計画に基づく都道府県の経由事務の廃止に伴う合理化 …… 131

（３）今後の合理化 …………………………………………………………………………… 131

第6節●出入国管理業務のコンピュータ化 ………………………………… 132

1 外国人出入国記録の早期取得システムの開発 …………………………… 132

2 入管電算システムの再構築－「FEIS（外国人出入国情報システム）」の構築 …… 133

第7節●国際化への対応 ………………………………………………………………………… 134

1 各種セミナーの主催 ……………………………………………………………………… 134

（１）東南アジア諸国出入国管理セミナー ……………………………………………… 134

（２）偽変造文書鑑識技術者セミナー …………………………………………………… 136

2 研修の実施－「出入国管理行政コース」の支援－ …………………… 137

3 条約及び国際会議への対応 …………………………………………………………… 137

（１）条約締結等への対応 …………………………………………………………………… 137

ア　国連国際組織犯罪防止条約並びに「密入国」及び「人身取引」議定書の概要 ……… 137

（ア）「密入国（スマグリング）」議定書 …………………………………… 137

x



（イ）「人身取引（トラフィッキング）」議定書 …………………………… 138

（ウ）共通事項 ……………………………………………………………………… 138

イ　日・シンガポール新時代経済連携協定の締結 …………………………… 138

ウ　人権条約規定に基づく報告及び審査への対応 …………………………… 138

エ　ＷＴＯ協定サービス交渉への対応 …………………………………………… 139

オ　その他の条約 ……………………………………………………………………… 139

（２）国際会議への対応 ……………………………………………………………………… 139

ア　Ｇ８移民専門家会合 ……………………………………………………………… 139

イ　環太平洋出入国管理専門家会合（ＰＡＣＲＩＭ） …………………………… 140

ウ　グローバルコンサルテーション（世界協議） ……………………………… 140

エ　その他の国際会議等 ……………………………………………………………… 140

第8節●広報活動と行政サービスの向上 ……………………………………… 141

1 広報活動の推進 …………………………………………………………………………… 141

2 行政サービスの向上 ……………………………………………………………………… 142

（１）入国・難民申請手続総合案内所の設置 …………………………………………… 142

（２）インフォメーションセンターの拡充 ……………………………………………… 142

（３）入国管理局ホームページの開設 …………………………………………………… 143

第9節●公益法人の活用 ……………………………………………………………………… 144

1 財団法人日韓文化協会 ………………………………………………………………… 144

2 財団法人入管協会 ………………………………………………………………………… 144

3 財団法人日本語教育振興協会 ……………………………………………………… 144

4 財団法人国際研修協力機構 …………………………………………………………… 145

第10節●組織・職員の拡充 ………………………………………………………………… 145

1 組織・機構 …………………………………………………………………………………… 145

（１）入国管理官署の概要 …………………………………………………………………… 145

（２）入国管理官署の主要な拡充 ………………………………………………………… 148

ア　中央省庁等再編に伴う本省組織の再編 ……………………………………… 148

イ　偽変造文書対策及び文書鑑識体制の強化のための組織拡充 ………… 148

ウ　不法滞在者対策の強化に伴う組織拡充 ……………………………………… 148

xi



xii

エ　難民認定業務に係る組織の拡充 ……………………………………………… 148

オ　地方入国管理局の出張所の整理・統廃合 ………………………………… 149

2 職員 ……………………………………………………………………………………………… 150

（１）入国管理局職員 ………………………………………………………………………… 150

（２）増員 ………………………………………………………………………………………… 150

（３）研修 ………………………………………………………………………………………… 151

第11節●予算等 ………………………………………………………………………………………… 152

1 予算 ………………………………………………………………………………………………… 152

2 施設 ………………………………………………………………………………………………… 153

本文関係図表目次

（表）

表1 国籍（出身地）別入国者数の推移 ……………………………………………………… 5

表2 男女別・年齢別外国人入国者数の推移 …………………………………………………… 7

表3 空港・海港別外国人入国者数の推移 ……………………………………………………… 8

表4 在留資格別新規入国者数の推移 ………………………………………………………… 10

表5 「短期滞在」の在留資格による目的別新規入国者（平成14年） ……………………… 12

表6 特例上陸許可件数の推移 ………………………………………………………………… 22

表7 滞在期間別外国人単純出国者数の推移 ………………………………………………… 23

表8 上陸条件別上陸口頭審理の新規受理件数の推移 ……………………………………… 24

表9 上陸口頭審理の処理状況の推移 ………………………………………………………… 25

表10 国籍（出身地）別上陸拒否者数の推移 ………………………………………………… 26

表11 上陸審判の異議申出数と裁決結果の推移 ……………………………………………… 27

表12 入国事前審査処理件数の推移 …………………………………………………………… 27

表13 国籍（出身地）別外国人登録者数の推移 ……………………………………………… 33

表14 在留の資格別外国人登録者数の推移 …………………………………………………… 35

表15 在留審査業務許可件数の推移 …………………………………………………………… 38

表16 国籍（出身地）別留学生等からの就職を目的とする在留資格変更許可件数の推移 … 39

表17 在留資格別留学生等からの就職を目的とする在留資格変更許可件数の推移 ……… 39



xiii

表18 技能実習制度の対象職種等 ……………………………………………………………… 40

表19 国籍別技能実習制度への移行者数の推移 ……………………………………………… 41

表20 職種別技能実習への移行者数の推移 …………………………………………………… 42

表21 日本人出国者数月別推移 ………………………………………………………………… 44

表22 男女別・年齢別日本人出国者数の推移 ………………………………………………… 45

表23 空港・海港別日本人出国者数の推移 …………………………………………………… 47

表24 滞在期間別日本人帰国者数の推移 ……………………………………………………… 48

表25 国籍（出身地）別不法残留者数の推移 ………………………………………………… 50

表26 在留資格別不法残留者数の推移 ………………………………………………………… 51

表27 国籍（出身地）別船舶による不法入国事件の推移 …………………………………… 52

表28 国籍（出身地）別航空機による不法入国事件の推移 ………………………………… 53

表29 退去強制事由別入管法違反事件の推移 ………………………………………………… 54

表30 国籍（出身地）別不法入国事件の推移 ………………………………………………… 55

表31 国籍（出身地）別不法上陸事件の推移 ………………………………………………… 56

表32 国籍（出身地）別不法残留事件の推移 ………………………………………………… 57

表33 国籍（出身地）別資格外活動事件の推移 ……………………………………………… 58

表34 国籍（出身地）別不法就労事件の推移 ………………………………………………… 60

表35 就労内容別不法就労事件の推移 ………………………………………………………… 62

表36 稼働場所別不法就労事件の推移 ………………………………………………………… 62

表37 違反審査・口頭審理・法務大臣裁決の受理件数及び処理状況の推移 ……………… 63

表38 退去強制事由別退去強制令書の発付状況 ……………………………………………… 64

表39 国籍（出身地）別退去強制令書の発付状況 …………………………………………… 65

表40 仮放免許可件数の推移 …………………………………………………………………… 66

表41 退去強制事由別在留特別許可者数の推移 ……………………………………………… 66

表42 国籍（出身地）別在留特別許可者数の推移 …………………………………………… 67

表43 国籍（出身地）別被送還者数の推移 …………………………………………………… 67

表44 送還方法別被送還者数の推移 …………………………………………………………… 68

表45 中国向け集団送還者数の推移 …………………………………………………………… 68

表46 国籍（出身地）別自費出国による被送還者数の推移 ………………………………… 69

表47 難民認定申請件数及び処理状況 ………………………………………………………… 71

表48 難民不認定に対する異議申出件数及び処理状況 ……………………………………… 72

表49 一時庇護のための上陸の許可件数の推移 ……………………………………………… 73

表50 ボート・ピープルの出国状況 …………………………………………………………… 74

表51 事由別新規登録及び登録閉鎖の状況 …………………………………………………… 75

表52 変更登録の状況 …………………………………………………………………………… 77

表53 登録確認の状況 …………………………………………………………………………… 77

表54 出入国管理関係訴訟（本案事件）の推移（平成15年１月現在） ……………………… 78

表55 出入国管理関係訴訟（執行停止申立事件）の推移（平成15年１月現在） …………… 79

表56 偽変造文書発見件数の推移 ……………………………………………………………… 103



xiv

表57 「留学」及び「就学」の在留資格からの不法残留者数構成比の推移 ……………… 118

表58 国籍別ワーキング・ホリデーを目的とする新規入国者数及び日本人に対するワーキ

ング・ホリデー査証の発給件数の推移 ……………………………………………… 120

表59 地方入国管理局の出張所の整理統廃合状況（実績） ………………………………… 149

表60 入国管理官署職員定員の推移 ………………………………………………………… 151

表61 出入国管理行政の予算 …………………………………………………………………… 153

表62 収容定員の推移 …………………………………………………………………………… 154

（図）

図1 外国人入国者数の推移 …………………………………………………………………… 3

図2 地域別入国者数の推移 …………………………………………………………………… 4

図3 主な国籍（出身地）別入国者数の推移 ………………………………………………… 5

図4 男女別・年齢別外国人入国者の状況 …………………………………………………… 7

図5 主な空港別外国人入国者数の推移 ……………………………………………………… 8 

図6 主な海港別外国人入国者数の推移 ……………………………………………………… 8

図7 「短期滞在」の在留資格による目的別新規入国者数の推移 …………………………… 11

図8 就労を目的とする在留資格による新規入国者数の推移 ……………………………… 13

図9 「研修」の在留資格による地域別新規入国者数の推移 ………………………………… 16

図10 「研修」の在留資格による主な国籍（出身地）別新規入国者数の推移 ……………… 17

図11 「留学」の在留資格による地域別新規入国者数の推移 ………………………………… 19

図12 「就学」の在留資格による地域別新規入国者数の推移 ………………………………… 19

図13 「留学」の在留資格による主な国籍（出身地）別新規入国者数の推移 ……………… 20

図14 「就学」の在留資格による主な国籍（出身地）別新規入国者数の推移 ……………… 20

図15 身分又は地位に基づく在留資格による新規入国者数の推移 ………………………… 21

図16 国籍（出身地）別上陸拒否者数の推移 ………………………………………………… 26

図17 外国人登録者数の推移と我が国の総人口に占める割合の推移 ……………………… 31

図18 地域別外国人登録者数の推移 …………………………………………………………… 32

図19 主な国籍（出身地）別外国人登録者数の推移 ………………………………………… 33

図20 日本人出国者数の推移 …………………………………………………………………… 44

図21 男女別・年齢別日本人出国者の状況（平成14年） ……………………………………… 45

図22 主な空港別日本人出国者数の推移 ……………………………………………………… 47

図23 主な海港別日本人出国者数の推移 ……………………………………………………… 47

図24 主な国籍（出身地）別不法残留者数の推移 …………………………………………… 50

図25 主な在留資格別不法残留者数の推移 …………………………………………………… 51

図26 国籍（出身地）別船舶による不法入国事件の推移 …………………………………… 52

図27 国籍（出身地）別航空機による不法入国事件の推移 ………………………………… 53

図28 国籍（出身地）別不法就労事件の推移 ………………………………………………… 59

図29 男女別不法就労事件の推移 ……………………………………………………………… 61



xv

図30 口頭審理請求件数及びその比率の推移 ………………………………………………… 64

図31 主な国籍（出身地）別退去強制令書の発付状況 ……………………………………… 65

図32 法務省入国管理局におけるテロ対策のための取組について（出入国管理の強化） … 98

図33 偽変造文書発見件数の推移 ……………………………………………………………… 102

図34 乗員上陸許可支援システム ……………………………………………………………… 107

図35 構造改革特別区域における入管法の特例措置に係る流れ図 ………………………… 112

図36 「留学」及び「就学」の在留資格からの不法残留者数構成比の推移 ……………… 118

図37 入国管理局ＯＤＡ関連プログラム関係図 ……………………………………………… 135

図38 入国管理局組織表 ………………………………………………………………………… 146

図39 法務省入国管理局所管事項 ……………………………………………………………… 147

図40 入国管理官署職員定員の推移 …………………………………………………………… 151

図41 予算額の推移 ……………………………………………………………………………… 152

図42 電算関連主要予算額の推移 ……………………………………………………………… 153

資　　料　　編

1 平成10年10月以降の主な出来事 ……………………………………………… 156

2 統計 ……………………………………………………………………………………………… 168

（１）在留資格ごとの国籍（出身地）別新規入国者数・外国人登録者数の推移 … 168

（２）主な国籍（出身地）ごとの在留資格別新規入国者数・外国人登録者数の推移 … 185

3 我が国の出入国管理行政の仕組み ………………………………………………… 198

（１）出入国管理行政の目的と根拠法令 ………………………………………………… 198

（２）すべての人の出入（帰）国手続 …………………………………………………… 198

ア　外国人の出入国手続 ……………………………………………………………… 198

イ　外国人の入国（上陸）審査 ……………………………………………………… 199

ウ　入国事前審査 ……………………………………………………………………… 200

（ア）査証事前協議 ………………………………………………………………… 200

（イ）在留資格認定証明書 ……………………………………………………… 201

エ　特例上陸（一時庇護のための上陸の許可を除く。） ……………………… 202

（ア）寄港地上陸の許可 ………………………………………………………… 202

（イ）通過上陸の許可 …………………………………………………………… 202

（ウ）乗員上陸の許可 …………………………………………………………… 202

（エ）緊急上陸の許可 …………………………………………………………… 202

（オ）遭難による上陸の許可 …………………………………………………… 202

オ　日本人の出帰国手続 ……………………………………………………………… 203



xvi

（３）外国人の在留審査 ……………………………………………………………………… 203

ア　在留資格制度 ……………………………………………………………………… 203

イ　在留審査 ……………………………………………………………………………… 206

（ア）在留期間更新の許可 ……………………………………………………… 206

（イ）在留資格変更の許可 ……………………………………………………… 206

（ウ）在留資格取得の許可 ……………………………………………………… 206

（エ）再入国許可 …………………………………………………………………… 206

（オ）資格外活動の許可 ………………………………………………………… 206

（カ）永住許可 ……………………………………………………………………… 206

（４）外国人の退去強制手続 ………………………………………………………………… 206

ア　入国警備官の違反調査 …………………………………………………………… 207

イ　入国審査官の違反審査 …………………………………………………………… 207

ウ　法務大臣の裁決 …………………………………………………………………… 207

エ　在留の許否 …………………………………………………………………………… 207

（ア）在留が許可されない場合 ………………………………………………… 207

（イ）法務大臣の裁決の特例（在留特別許可） …………………………… 207

（５）難民認定手続 …………………………………………………………………………… 208

ア　難民条約等への加入 ……………………………………………………………… 208

イ　難民認定手続 ……………………………………………………………………… 209

（ア）定義 …………………………………………………………………………… 209

（イ）申請期間 ……………………………………………………………………… 209

（ウ）難民調査と結果に対する異議の申出 ………………………………… 210

（エ）難民認定の効果 …………………………………………………………… 210

（オ）一時庇護のための上陸の許可 ………………………………………… 210

（６）外国人登録制度 ………………………………………………………………………… 212

4 在留資格一覧表及び在留期間一覧表 …………………………………………… 213

5 第2次出入国管理基本計画の概要 ………………………………………………… 218

6 難民認定制度に関する検討結果（中間報告）（抜粋） ………………… 219

7 地方入国管理官署所在地一覧表 …………………………………………………… 222


