○

出入国 管理及 び難民 認定法 施行規 則の一 部を改正 する省 令案 新旧対 照条文

改

正

案

第 六条の 二

（ 略）

（在留 資格認 定証 明書）

出 入国管 理及び 難民認定 法施行 規則 （昭和 五十六年 法務省 令第五 十四号 ）（抄 ）

（在留 資格認 定証明 書）
（ 略）

現

行

（傍線 の部分 は改正 部分 ）

項、 第二 十五条 第一項並 びに第 五十五 条第一 項にお いて同 じ。） 一葉並

におい て準用 する場 合を含 む。） 、第二 十二条 第一項 、第二 十四条 第二

項 、第二 十一条 第二項 、第二 十一条 の三第 三項（第 二十一 条の 四第三 項

十九 条の十 一第一 項、第十 九条の 十二 第一項 及び第二 項、第 二十条 第二

項 、第七 条の四 第一 項、第十 九条の 九第一 項、第 十九条 の十第 一項、 第

ので 別表第 三の二 に定め る要件 を満た したも のとする 。第 七条の 二第四

五十五 条第一 項にお いて同 じ。） 一葉並 びに当 該外国人 が本 邦にお いて

） 、第二 十二条 第一項、 第二十 四条 第二項 、第二十 五条第 一項並 びに第

一条の 三第 三項（ 第二十一 条の四 第三項 におい て準用 する場 合を含 む。

の 十二第 一項及 び第二 項、第 二十条 第二項 、第二 十一条 第二項 、第二 十

条の 九第一 項、第 十九条の 十第 一項、 第十九 条の十一 第一項 、第十 九条

を 記入 したも のとす る。第七 条の二 第四項 、第 七条の四 第一項 、第十 九

ので 別表第 三の二 に定め る要件 を満た したも のとし 、かつ 、裏面 に氏名

前 項の申 請に当 たつて は、写 真（申 請の日 前三月以 内に 撮影さ れたも

びに当 該外国 人が本 邦にお いて行 おうと する別表 第三の 中欄に 掲げ る活

行お うとす る別 表第三の 中欄に 掲げる 活動に 応じ、 それぞ れ同表 の下欄

２

動に 応じ、 それぞ れ同表 の下欄 に掲げ る資料 及びそ の他参 考とな るべき

に掲げ る資料 及びそ の他参考 となる べき 資料各 一通を提 出しな ければ な

前 項の申 請に当 たつては 、写 真（申 請の日 前三月以 内に撮 影され たも

第六 条の 二
２

資 料各一 通を 提出し なければ ならな い。た だし、 地方出 入国在 留管理 局

らな い。た だし、 地方出 入国在 留管理 局長が その資料 の一部 又は 全部の

（ 略）

長が その資 料の一 部又は全 部の提 出を 省略し ても支障 がない と認め ると

３～ ６

提 出を省 略して も支 障がない と認め るとき は、こ の限り でない 。

（略 ）

き は、こ の限り でない 。
３～６
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（出頭 を要し ない場 合等）
１・ ２（略）

法 第六十 一条の 九の三第 四項に 規定 する法 務省令で 定める 場合は 、次

第五 十九条 の六
３
の各 号に掲 げる場 合とす る。
（略）

１・ ２（略）

（出頭 を要し ない場 合等）
第 五十九 条の六

法 第六十 一条の 九の三 第四項 に規定 する法 務省令で 定める 場合 は、次

り 交付す る在留 カード の受領 に係る 手続に あつては 、電 子情報 処理組

３

（略 ）

の各 号に掲 げる場 合とす る。
一 ～三

二 第三項 （法第 二十二条 の三 におい て準用 する場合 を含む 。）に おい

織（法 務省の 所管 する法令 の規定 に基づ く情報 通信技 術を活 用した 行

法第二 十一条 第四項に おい て準用 する法 第二十条 第四項 の規定 によ

て準用 する場 合を含 む。） の規定 により 交付する 在留 カード の受領 に

政 の推進 等に関 する規則 （平成 十五年 法務 省令第十 一号） 第四条 第一

四

係る 手続 にあつ ては、電 子情報 処理組 織（法 務省の 所管す る法令 の規

項に規 定する 電子情 報処理 組織を いう。 以下同じ 。）を 使用 して第 六

法第二 十条第 四項第一 号（法 第二十 一条 第四項及 び法第 二十二 条の

一 ～三
四

定に基 づく情 報通信技 術を活 用し た行政 の推進等 に関す る規則 （平成

十一 条の三 第一項 第七号 に規定 する申 請書の 提出を 行つた 場合。

（略）

（ 電子情 報処理 組織によ る申請 等）

４ ・５

十五 年法務 省令第 十一号 ）第四 条第一 項に規定 する電 子情 報処理 組織
を いう。 以下同 じ。） を使用 して第 六十一 条の三 第一項 第九号 から第

（略）

十一 号に規 定する 申請書の 提出を 行つ た場合。
４ ・５

（電 子情 報処理 組織によ る申請 等）

電 子情報 処理組 織を使 用して 行うこと がで きる法 及びこ

の省 令に基 づく 申請等（ 情報通 信技術 を活用 した行 政の推 進等に 関する

第六十 一条の 三

の省 令に基 づく申 請等（ 情報通 信技術 を活用 した行 政の推 進等に 関する

法律（ 平成十 四年法 律第百五 十一号 ）第 三条第 八号に規 定する 申請等 を

電 子情報 処理組 織を使 用して 行うこと ができ る法 及びこ

法 律（平 成十 四年法 律第百五 十一号 ）第三 条第八 号に規 定する 申請等 を

いう 。以下 同じ。 ）は他 の法令 に定め のある もののほ か、次 の各 号に掲

第六十 一条の 三

いう 。以下 同じ。 ）は他の 法令に 定め のある もののほ か、次 の各号 に掲

げ るもの とする 。
（ 略）
（ 新設 ）

一～ 五

げ るもの とする 。
（略 ）

第六 条の二 第一項の 規定に よる在 留資 格認定証 明書の 交付（ 法別表

一～五
六
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２

七

八

九

十

第一の 表の下 欄に掲 げる活 動（一 の表の 外交の項 の下欄 に掲 げる活 動
を除 く。） を行 おうとす る者に 係るも のに限 る。） の申請 書の提 出
第 十九条 第一項 の規定に よる資 格外 活動許可 の申請 書の提 出（第 九
号か ら第十 一号に 規定す る申請 書の提 出と同時 にする 場合に 限る 。）
第十 九条の 四第 一項の規 定によ る就労 資格証 明書の 交付（ 外交の 在
留資 格をも つて在 留する者 に係る ものを 除く。 ）の申 請書の 提出
第二 十条第 一項の規 定に よる在 留資格 の変更（ 法別表 第一の 上欄 の
在留資 格（外 交及び 短期滞 在の在 留資格 を除く。 ）へ の変更 を受け よ
うと する 者に係 るものに 限る。 ）の申 請書の 提出

六

第 十九条 第一項 の規定 による 資格外 活動許 可の申請 書の提 出（ 次号

に規 定する 申請書 の提出 と同時 にする 場合に 限る。 ）
（ 新設）

第 二十一 条第一 項の規 定によ る在留 期間の 更新（法 別表 第一の 上欄

（ 新設）

七

の在 留資格 （外交 、特定 技能及 び短期 滞在の 在留資 格を除 く。） をも

第 二十一 条第一 項の規定 によ る在留 期間の更 新（法 別表第 一の上 欄
の在 留資格 （外交 及び短 期滞在 の在留 資格を除 く。） をも つて在 留す

第二 十九条 第一項の 規定に よる 再入国 の許可（ 法別表 第一の 上欄の

（新 設）

つ て在 留する 者に係る ものに 限る。 ）の申 請書の 提出

第二 十四条 第一項の 規定に よる 在留資 格の取得 （法別 表第一 の上

八

在留資 格（外 交、特 定技能 及び短 期滞在 の在留資 格を除 く。 ）をも つ

第 二十九 条第一項 の規定 による 再入国 の許可 （法別 表第一 の上欄

の在留 資格（ 外交及び 短期 滞在の 在留資 格を除く 。）を もつて 在留 す

（ 略）

て在 留する 者に 係るもの に限る 。）の 申請書 の提出 （前号 に規定 する

九

る者 に係る ものに 限る。 ）の申 請書の 提出（第 九号 から第 十一号 に規

（略 ）

（略 ）

申請書 の提出 と同時に する場 合に限 る。 ）

十三

十

第 十号に 掲げる 申請等を 行お うとす るもの は、次の 各号に 掲げる 区分 に

電子情 報処理 組織を 使用して 前項第 一号 から第五 号まで 、第九 号及び

（ 略）

定 する申 請書 の提出と 同時に する場 合に限 る。）

十二

とする 者に係 るもの に限る 。）の 申請書 の提出

欄 の在留 資格（ 外交及 び短期 滞在の 在留資 格を除く 。）を 取得 しよう

十一

る 者に係 るもの に限る 。）の 申請書 の提出

２

十四

電 子情報 処理 組織を使 用して 前項第 一号か ら第五 号まで 、第十 三号及
び 第十四 号に掲 げる申請 等を行 おうと する ものは、 次の各 号に掲 げる区
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３

４

応じ、 それぞ れ当該 各号に 定める 事項及 びその 他参考 となる べき事 項を

（ 略）

分に応 じ、そ れぞれ 当該各 号に定 める事 項及びそ の他参 考と なるべ き事

一

前項第 二号、 第三号 、第五 号、第 九号又 は第十 号に掲 げる申 請等を

あ らかじ め出入 国在留管 理庁長 官に届 け出 なければ ならな い。

（ 略）
二

項を あらか じめ 出入国在 留管理 庁長官 に届け 出なけ ればな らない 。
一
前項第 二号、 第三号 、第五 号、第 十三号 又は第十 四号に 掲げ る申請

氏名 及び住 所（法 人にあ つては 、その 名称並 びに申

行 おうと する 者

氏名及 び住所 （法人 にあつ ては、 その名 称並び

等 を行お うとす る者

請等 の事務 を取り 扱おうと する 事務所 の所在 地及び責 任者の 氏名）

）
電 子情報 処理組 織を使 用して 第一項 第六号 の申請 を当該 外国人 に代わ
つて 行う ことが できる者 は、当 該外国 人が本 邦にお いて行 おうと する別
表第四 の上欄 に掲げ る活動に 応じ 、それ ぞれ同表 の下欄 に掲げ る者（ 当
該外 国人を 受け入 れよう とする 機関の 職員に 限る。） とす る。

電 子情報 処理組 織を使用 して第 一項第 六号 から第八 号まで に掲げ る申

（新 設）

に申 請等の 事務を 取り扱お うとす る事務 所の所 在地及 び責任 者の氏 名

二

３

請書 の提出 を行う ことがで きる 者は、 外国人 を受け入 れる機 関（監 理団

電子 情報処 理組 織を使用 して第 一項第 六号か ら第十 二号ま でに掲 げる
申請 書の提 出を行 うことが できる 者は 、次の 各号に掲 げると おりと する

一

当該 機関に 受け入れ られ ている 者（法 別表第一 の上欄 の在留 資格 （

該外国 人に代 わつ てするも のに限 る。

国 在留管 理局長 が相当 と認め るもの 又はそ の法定代 理人 の依頼 により 当

在留 管理局 長に届 け出た者 であつ て、 次に掲 げる外国 人のう ち地方 出入

護 士会若 しく は行政 書士会を 経由し てその 所在地 を管轄 する地 方出入 国

員又 は当該 機関か ら依頼 を受け た弁護 士若し くは行 政書士 で所属 する弁

同条第 八項に 規定す る団体 監理型 実習実 施者を いう。） を除く 。） の職

第十 項に 規定す る監理団 体をい う。） を含み 、団体 監理型 実習実 施者（

（平成 二十八 年法律 第八十 九号。 以下「 技能実 習法」 という 。）第 二条

体 （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

第一 項第六 号から第 十二号 までに 掲げ る申請書 の提出 につい ては、

。

一
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二

前項若 しくは 次号に 掲げる 機関か ら依頼 を受けた 弁護士 若し くは行 政

外交、 特定技 能及び 短期滞 在の在 留資格 を除く 。）を もつて 在留す る

前号 に掲げ る者のう ちの 公用の 在留資 格を決定 された ものと 同一 の

者 に限る 。）

二

書士 で所属 する 弁護士会 若しく は行政 書士会 を経由 してそ の所在 地を
管轄す る地方 出入国在 留管理 局長に 届け 出たもの 又は同 項若し くは同
号に 掲げる 機関か ら依頼 を受け た公益 法人の職 員若し くは登 録支 援機
関 の職員 で地方 出入国 在留管 理局長 が適当 と認め るもの であつ て、次
に掲 げる外 国人の うち地方 出入国 在留管 理局長 が相当 と認め るもの 又

イに 掲げ る者の扶 養を受 ける日 常的な 活動を 行うと して家 族滞在

する 者

動を行 うとし て、同在 留資 格をも つて在 留する者 又は在 留しよ うと

留し よう とする ものと同 一の世 帯に属 する家 族の構 成員と しての 活

イ に掲げ る者の うち公 用の在 留資格 をもつ て在留 するも の又は 在

者 に限る 。）

は、 外交及 び短期滞 在の在 留資格 以外 の在留資 格をも つて在 留する

と する者 に限り 、第八 号に掲 げる申 請書の 提出を 行う場 合にあ つて

短期 滞在の 在留資 格を除 く。） をもつ て在留す る者又 は在 留しよ う

出を行 う場合 にあつて は、法 別表 第一の 上欄の在 留資格 （外交 及び

（第 六号 、第七 号及び第 九号か ら第十 二号ま でに掲 げる申 請書の 提

当 該機関 に受け 入れら れてい る者又 は受け入 れら れよう とする 者

は その法 定代理 人の依頼 によ り当該 外国人 に代わつ てする もの。
イ

ロ

ハ

の在 留資格 をもつて 在留す る者若 しく は在留し ようと する者 又は同
活 動を特 に指定 されて 特定活 動の在 留資格を もつて 在留 する者 若し
くは在 留しよ うとす る者
第一 項第七 号から第 十二号 までに 掲げ る申請書 の提出 につい ては、
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５

外国人 を受け 入れる 機関又 は受け 入れよ うとする 機関（ 監理 団体（ 外

世帯に 属する 家族の 構成員 として の活動 を行う として 、同在 留資格 を

第 一号に 掲げる 者の扶養 を受 ける日 常的な 活動を行 うとし て家族 滞

在の 在留資 格をも つて在 留する 者又は 同活動 を特に指 定さ れて特 定活

動 の在留 資格を もつて 在留す る者

前項の 外国人 を受け 入れる 機関は 、次の いずれか に該当 する機 関以 外

の 機関で あつて 、地方 出入国 在留管 理局長 が適当 と認め るもの とする 。

三

も つて在 留する 者

４

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。 以下「 技能 実習法」 という 。）第 二条第
十項 に規定 する監 理団体 をいう 。）を 含み、団 体監理 型実習 実施 者（
同 条第八 項に規 定する 団体監 理型実 習実施 者をい う。） を除く 。）そ
の他 これら に準ず るものと して出 入国在 留管理 庁長官 が告示 をもつ て
定 める機 関の職 員であつ て、 前号イ からハ までに掲 げる外 国人の うち
地方出 入国在 留管理 局長が 相当と 認める もの又は その 法定代 理人の 依
頼に より 当該外 国人に代 わつて するも の。

第三項 及び前 項に掲げ る機関 は、 次のい ずれかに 該当す る機関 以外の
機 関であ つて、 地方出 入国在 留管理 局長が 適当と認 めるも のと する。

（ 略）
（略 ）

一・二
５

（略 ）

（略 ）

電 子情報 処理組 織を使 用して 第一項 第七号 の申請書 の提 出を行 つた場

一・二
６

６

合に ついて は、 第二十一 条第四 項にお いて準 用する 第二十 条第五 項の規

電 子情報 処理組 織を使 用して 第一項 第九号 及び第十 号の申 請書 の提出
を行 つた場 合につ いては 、第二 十条第 五項（ 第二十 一条第 四項に おいて

定は、 適用し ない。

７

準 用する 場合 を含む ）の規定 は、適 用しな い。
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