第一
一

二

出 入国管理 及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案要 綱

出入国管理及び難民認定法の一部改正
目的に関する規定の整備

法の目的に、本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図ることを追加すること。（第一条
関係）
出入 国在留 管理庁長官の権限に関する規定の整備

出入国在留管理庁の設置に伴い、主任審査官の指定等は、出入国在留管理庁長官が行うこととする等

所要の規定の整備を行うこと。（第二条、第九条、第九条の二、第十四条の二、第十七条、第十九条か

ら第 十九条の 四、第 十九条の 六から 第十九条 の十三、 第十九条の十五から第 十九条 の十七、第十九条の

三十六から第二十条、第二十二条、第二十二条の四、第二十三条、第二十六条、第四十一条、第五十条、

第 五十二 条、第五 十五条、 第五十 九条の二 、第六 十一条の 二の二、 第六十一条の二の七、第六十一条の

二の十二、第六十一 条の二の 十三、第六十一条の八から第六十一条の九関係）

三

四

１

２

１

特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針等に 関する 規定の整備

政府は、 特定技 能の在留 資格に 係る制度 の適正な 運用を図るため、特定技能の在 留資格に 係る制度

の 運 用 に 関 す る 基 本 方 針 （ 以 下 「 基 本 方 針 」 と い う 。 ） を 定 め な け れ ば な ら な い も の と す る こ と。
（第 二条の三 関係）

法務大臣 は、基 本方針に のっとり 、人材を 確保する ことが困難な状況にあるため外国 人によ り不足

する人材の確保を図るべき産業上の分野を所管する関係行政機関の長並びに国家公安委員会、外務大

臣 及び厚生 労働大臣 と共同し て、当該 産業上 の分野に おける特定技能の 在留資格 に係る制度の適正な

運用を図るため、当該産業上の分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針（以

下「分野別運用方針」という。）を定めなければならないも のとする こと。（第二条の四関係）
特定技 能雇用 契約等に関する規定の整備

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本

邦 の公私の 機関と 締結する 雇用に 関する契 約（以下 「特定 技能雇用 契約」という。）は、次に掲げる

事項 が適切に 定めら れている ものとし て法務 省令で定 める基準に適合するものでなけ ればなら ないも

２

３

⑴に掲 げるも ののほか 、特定技 能雇用契 約の期間 が満了した外国 人の出国 を確保するための措置

用関係に関する事項

特定技能 雇用契 約に基づ いて当該 外国人 が行う当 該活動の内容及びこれに対する 報酬その 他の雇

の とするこ と。（第二条の五第一項、第二項関係）
⑴

⑵

その他当該外国人の適正な在留 に資する ために必要な事項

特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法

務 省令で定 める基準 に適合す るもので なけれ ばならな いものとすること 。（第二 条の五第三項、第四

行

この法律の規定に適合する一号特定技能外国人支援計画（以下「適合一号特定技能外国人支援計

所要 の基準に 適合する 特定技 能雇用契 約（以下 「適合 特定技 能雇用契約」という。）の適正な履

項関係）
⑴

⑵

画 」とい う。）の適正な実施

特定技能 雇用契 約の相手 方であ る本邦の 公私の機 関（以下「特定技能所属機関」 という。 ）が契約

４

５

６

に より九の 登録支 援機関に 適合一 号特定技 能外国人 支援計画 の全部 の実施を委託する場合には、当該

特定 技能所属 機関は 、２（⑵ に係る部 分に限 る。）に 適合するものとみなすこと。（ 第二条の 五第五
項関係）

別表 第一の二 の表の特 定技能の 項の下欄 第一号に 掲げる活 動を行 おうとする外国人と特定技能雇用

契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国

人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことが

で きるよう にするた めの職業 生活上、 日常生 活上又は 社会生活上の支援 （以下「 一号特定技能外国人

支援」という。）の実施に関する計画（以下「一号特定技能外国人支援計画」という。）を作成しな
ければならないものとすること。（第二条の五第六項、第七 項関係）

一号特定 技能外 国人支援 計画は 、法務省 令で定め る基準に適合するもの でなけ ればならないものと
すること。（第二条の五第八項関係）

法務 大臣は、 １、２、 ４及び ５の法務 省令を 定めよう とすると きは、あらかじめ、関係行政機関の
長と協議するものと すること 。（第二条の五第九項関係）

五
１

２

３

上陸の手続に関する規定の整備

入国審査 官は、 別表第一 の二の 表の特定 技能の項 の下欄第一号に掲げる活動を行 おうとす る外国人

から上陸の申請があったときは、当該外国人については、一号特定技能外国人支援計画がこの法律の

規 定に適合 するも のである ことも審 査しなけ ればなら ないものとする こと。（ 第七条第一項第二号関
係）

別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人は、

第 七条第一 項第二号 に掲げる 条件に適 合して いること の立証については 、在留資 格認定証明書をもっ
てしなければならないものとする こと。（ 第七条第二項関係）

特定産業分野（別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に規定する特定産業分野をいう。以

下同じ。）を所管する関係行政機関の長は、当該特定産業分野に係る分野別運用方針に基づき、当

該特定産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、法務大臣に対し、一時的

に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとることを求めるものとし、法務大臣は、この求めが

あったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に在留資格認定証明書の交付の停止の措置をとる

六

４

１

２

も のとする こと。（第七条の二第三項、第四項関係）

法務大臣は、３の措置がとられた後、在留資格認定証明書の交付の再開の措置をとることができる
ものとすること。（第七条の二第五項関係）
届出に関する規定の整備

中長期在 留者で あって、 特定技能 の在留資 格をもっ て本邦に在留する者は、契約の相 手方で ある本

邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは

新 たな契約 の締結が 生じたと きは、当 該事由 が生じた 日から十四日以内 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、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も
のとすること。（第十九条の十六第二号関係）

特定技能 所属機 関は、次 の⑴か ら⑷まで 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、出入国在留管理庁長官に対し、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

特定技能雇用契約の変更（法務省令で定める軽微な変更を除く。）をしたとき、若しくは特定

ものとすること。（第十九条の十八第一項関係）
⑴

３

一号特定技能外国人支援計画の変更（法務省令で定める軽微な変更を除く。）をしたとき。

技 能雇用契 約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をし たとき 。
⑵

四の３の契約の締結若しくは変更（法務省令で定める軽微な変更を除く。）をしたとき、又は

⑴から⑶までに掲げるもの のほか、 法務省令で定める場合に該当するとき。

当該 契約が終 了したとき。

⑶

⑷

特定技能所属機関は、２の届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在

留 管理庁長 官に対し 、次に掲 げる事項 を届け 出なけれ ばならないものと すること 。（第十九条の十八

⑴及び⑵ に掲げ るものの ほか、特 定技能 外国人の 在留管理に必要なものとして法 務省令で 定める

援 機関に 適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したとき を除く 。）

適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況（契約により九の登録支

下同じ。）の氏名 及びその 活動の内容その他の法務省令で定める事項

受け 入れてい る特定技 能外国 人（特定 技能の在 留資格 をもっ て本邦に在留する外国人をいう。以

第二項関係）
⑴

⑵

⑶

七
１

２

事項
特定技能所属機関 に対す る指導及び助言等に関する規定の整備
特定技能所属機関に対する指導及び助言

出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能

⑷

⑶

⑵

⑴

特定技能所属 機関によ る特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に 適合す ること。

適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施

一号特定技能外国人支援計画 がこの法 律の規定に適合すること。

適合特定技能雇用契約の適正な履行

特定技能雇用契約が所要の基準に適合すること。

所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができるものとすること。（第十九条の十九関係）

⑸
報告徴収等

出 入国在留 管理庁 長官は、 １に掲げ る事項 を確保す るために必要な限度において 、特定技 能所属機

関若 しくはそ の役職 員に対し 、報告若 しくは 帳簿書類 の提出若しくは提示を命じ、若 しくは出 頭を求

八

九

３

め 、又は入 国審査 官若しく は入国 警備官に 質問若し くは立入 検査を させることができるものとするこ
と。（第十九条の二十第一項関係）
改善命令等

出 入国在留 管理庁 長官は、 １に掲げ る事項が 確保され ていないと認めるときは、特定 技能所 属機関

に対し、期限を定めて、その改 善に必要 な措置をとるべきことを命ずることができるものとすること 。
（第十九条の二十一第一項関係）
特定 技能所 属機関による一号特定技能外国人支援等に関する規定の整備

特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わな

登録支援機関の登録

登録支 援機関 に関する規定の整備

ければならないものとすること。（第十九条の二十二第一項 関係）

１

契 約により 委託を 受けて適 合一号特 定技能 外国人支 援計画の全部の実施の業務（ 以下「支 援業務」

とい う。）を 行う者 は、出入 国在留管 理庁長 官の登録 を受けることができるものとす ること。 （第十

２

３

４

九 条の二十 三第一項関係）
登録の実施

出入国在 留管理 庁長官は 、登録 の申請が あったと きは、登 録を拒 否する場合を除き、登録支援機関

登録 簿に登録 しなければならないものとすること。（第十九条の二十五第 一項関係 ）
登録の拒否

出入国在 留管理 庁長官は 、登録を 受けよう とする者 が登録拒否事由に 該当す るときなど一定の事由

に 該当する ときは、 その登録 を拒否し なけれ ばならな いものとすること 。（第十 九条の二十六第一項

登録支援 機関は 、法務省 令で定め るとこ ろにより 、支援業務の実施状況その他法 務省令で 定める

係）

支援計画に基づき、支援業務を行わなければならないものとすること。（第十九条の三十第一項関

１の登録を受けた者（以下「登録支援機関」という。）は、委託に係る適合一号特定技能外国人

支援業務の実施等

関係）

⑴

⑵

十

５

６

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ものとすること。（第十九条の三十第二項
関係）
登録の取消し

出 入国在留 管理庁 長官は、 登録支援 機関が登 録取消事 由に該当するときは、その登録 を取り 消すこ
とができるものとすること。（ 第十九条 の三十二第一項関係）
その他

登録の申請、変更の届出、支援業務の休廃止の届出、登録支援機関に対する指導及び助言、登録の

抹消、報告又は資料の提出等について所要の規定を設けること。（第十九条の二十四、第十九条の二

十七から第十九条の二十九、第十九条の三十一、第十九条の 三十三、 第十九条の三十四関係）
在留資 格の変 更に関する規定の整備

特定技能の在留資格を有する者については、在留資格の変更に、法務大臣が指定する本邦の公私の機

関係行政機関 との関係 に関する規定の整備

関 又は特定産業分野の変更を含むものとすること。（第二十条 第一項関 係）
十一

十二

十三

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ること。（第六十一条の七の七関
係）
罰則等の整備

この法律 の規定 に違反し た者につ いて、所 要の罰則 規定等を設けるこ と。（ 第七十一条の三、第七

特定 技能の項 を加え、 特定技 能の在留 資格をも って在 留する 外国人が本邦において行うことがで

別表第一の整備

十一条の四、第七十六条の二、第七十七条の二関係）

１

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野

きる活動として次 に掲げる 活動を定めること。（別表第一の二の表の特定技能の項関係）
「一

（ 人材を確 保するこ とが困 難な状況 にあるた め外国 人により不足す る人材 の確保を図るべき産

業上の分野として法務省令で定めるものをいう。）であって法務大臣が指定するものに属する

２

二

法務省令で 定める 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従 事する活 動

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野で

あって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事す
る活動」

家族滞在の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動として、別表

第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又

は子として行う 日常的 な活動を追加すること。（別表第一の四の表の家族滞在の項の 下欄関 係）
その他所要の改正を行うこと。
法務省設置法の一部改正

法務省 の任務の うち出入 国の公 正な管理 に係る 部分を「出入国及び外国 人の在 留の公正な管理」に改

法務省の外局として出入国在留管理庁を置き、同庁の長を出入国在留管理庁長官とすること。（第二

めることとすること。（第三条関係）

十四
第二
一

二

十六条、第二十七条 関係）

三
１

１のほか、１の任務に関連する特定の内閣 の重要政 策に関する内閣の事務を助けること。

出入国及び外国人 の在留 の公正な管理を図ること。

出入国在留管理庁の任務を次のとおり定めること。（第二十 八条関 係）

２

２の任務 を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとすること。
出入国在留管理庁の 所掌事 務を定めること。（第二十九条関係）

３
四

法務省に施設等機関として置かれている入国者収容所を出入国在留管理庁の施設等機関として置くこ

この法律の施行 期日、経 過措置等について定めること。（附則第一条から第五条関係 ）

附則

その他所要の改正を行うこと。

条から第三十三条関係）

管理庁の地方支分部局として置くこととすること。（第十五条、第二十一条から第二十三条、第三十一

法務省に 地方支分 部局とし て置か れている 地方入国 管理局を地方出入国在留管理局とし 、出入 国在留

ととする こと。 （第八条、第十三条、第三十条関係）

五

六

七
第三
一

三

二

政府は 、この法 律の施行 後三年 を経過し た場合に おいて、特定技能の在留 資格に 係る制度の在り方に

関係法律について所要の改正を行うこと。（附則第六条から 第十六 条関係）

ついて、関係地方公共団体、関係事業者、地域住民その他の関係者の意見を踏まえて検討を加え、必要

があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。（附則第十七条関
係）

