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はじめに 

 

 

近年における国際化の進展に伴い、東日本大震災（平成 23 年）以降、日本に在住する外

国人は増加の一途を辿ってきており、令和 2 年 12 月末時点で、全国に約 290 万人、また北

海道には、約 38,000人の外国人住民が道内に居住しています。 

 

こうしたことを踏まえ、(公社）北海道国際交流・協力総合センター（HIECC）は、令和元

年 8 月末に北海道からの委託を受け、本道の外国人住民を対象とした総合相談窓口として

「北海道外国人相談センター」を開設しました。 

 

これまで入管手続きや雇用・労働、運転免許や医療に関することなど、外国人住民からの

様々な生活相談に対し情報提供や助言を行うなど、開設当初から現在まで約 2,500人の方々

から約 2,900件の相談に対し、相談者に寄り添った支援を行ってきているところです。 

また、昨年の 1月には、我が国でも新型コロナウイルスの感染者が確認され、それ以降、

本道でも感染が拡大し、今もなお社会生活や経済活動など私たちの生活に大きな影響を及ぼ

しています。 

 

こうした状況から、当センターにも新型コロナに関する相談が増え始め、帰国困難や生活

困窮などに関するもの、また PCR検査や在留資格の変更手続き、新型コロナの影響で解雇さ

れたことによる仕事探しなど、様々な相談が寄せられています。 

 

 この相談事例集は、各地域の皆様が外国人住民から相談があった際に、具体的な参考事例

として役立てていただけるよう、これまで当センターに寄せられた様々な相談事例を取りま

とめたもので、相談内容や対応については、実際の対応を基に取り次ぎ先機関等も含めた情

報も記載しております。 

 

  北海道で生活する外国人の方が、悩みや不安を解消し安心して暮らせる「外国人に選ばれ、

働き暮らしやすい北海道」の実現に向けて、北海道、市町村、当センターが一体となって取

り組んでいけますよう、本相談事例集が皆様の業務の一助となりましたら幸いです。 
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Q1 本邦での高等学校卒業後の「定住者」への在留資格変更について 入管手続 

 

 

 

  

間もなく、専門学校を卒業するので、現在、就職活動をしていますが、入社を希望する企業の雇

用担当者から「家族滞在」の在留資格では雇えないと言われました。4 年制の大学を卒業していない

ため、就労可能な在留資格（「技術・人文知識・国際業務」や「教育」）に変更することもできませ

ん。日本で生まれ、ずっと日本で生活してきたことから、親の国は自分の母国と思うことができま

せん。日本で就職できない場合、親の国に行かざるを得ないかもしれません。何かアドバイスはあ

りますか。 

札幌出入国在留管理局及び出入国在留管理庁のホームページによると、本邦で義務教育を修了し

ているこのケースの場合、「家族滞在」から「定住者」（就労制限なし）の在留資格への変更対象に

該当している可能性があります。 

資格変更に関する内容及び必要書類等の詳細については、出入国在留管理庁のホームページをご

確認ください。 

参考： 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・在留資格変更許可申請「定住者」 

 http://www.moj.go.jp/isa/content/930004084.pdf 

・高等学校等卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する方へ 

 http://www.moj.go.jp/content/001252142.pdf 

・「家族滞在」の在留資格をもって在留し，本邦で高等学校卒業後に本邦での就労を希望する方へ 

 （英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・ベトナム語・タガログ語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00122.html 

注意点： 

・ 本邦の義務教育（小学校及び中学校）を修了していない外国人は「定住者」ではなく、「特定活動」

（就労制限あり）へ在留資格を変更することとなります。 

・ 在留資格変更許可申請時に雇用(内定を含む)に関する証明書類（雇用契約書、労働条件通知書、

内定通知書等）も必要になります。 

http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004084.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001252142.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00122.html
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Q2 北海道で起業する場合について 入管手続 

 

 

 

 

 

  

現在、香港に住んでいます。将来は北海道で事業を立ち上げて、飲食店を経営したいと考えてい

ます。どの在留資格に申請するのが適当でしょうか。日本での起業の流れや手続きについても知り

たいです。 

飲食店等の事業を経営するには「経営・管理」の在留資格が必要です。在留資格認定証明書交付

申請に必要な書類等は出入国在留管理庁のホームページにて確認ができます。 

起業の流れと手続きについては、日本貿易振興機構（JETRO）のホームページに載っている「日

本での拠点設立方法」をご覧ください。なお、北海道で起業する場合は、「外国人起業活動促進事業

（北海道スタートアップビザ制度）」を利用することができ、その場合、6 ヶ月間の準備期間が認め

られます。詳細は、北海道のホームページをご確認ください。 

参考： 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・在留資格認定証明書交付申請「経営・管理」 

 http://www.moj.go.jp/isa/content/930004033.pdf 

 

【北海道】 

・外国人起業活動促進事業（北海道スタートアップビザ制度） （日本語・英語） 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/startup-visa/index.htm 

 

【日本貿易振興機構】 

・日本での拠点設立方法 （日本語・英語） 

 https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/ 

注意点： 

・ 中長期間の在留資格を有しない方は日本で銀行口座を開設することができません。起業の準備を

するために、在留期間が 4 ヶ月の「経営・管理」の在留資格を所得することが可能です。 

・ 「経営・管理」の在留資格の申請人が次のいずれかに該当する必要があります。 

 事業所が本邦に存在していること 

 経営者以外に 2 名以上の常勤職員を雇用するか、資本金又は出資の総額が 500 万円以上 

 3 年以上の実務経験がある 

http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004033.pdf
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/csk/startup-visa/index.htm
https://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/
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Q3 在留カード記載内容の変更方法について  入管手続 

 

 

 

 

  

先月結婚したので、在留カードの氏名等を変更したいです。手続きについて教えてください。 

在留カードの氏名等を変更するには、まず、自国のパスポートの記載事項の変更が必要です。手続

きについては、自国の大使館ホームページ等でご確認ください。 

その後、居住地を管轄する出入国在留管理局に「在留カード記載事項変更届出書」を提出してくだ

さい。詳細は出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。 

参考： 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・在留カードとは？ 

 http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html 

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出 

 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00009.html 

・在留カードの漢字氏名表記について 

 http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanji.html 

注意点： 

・ 在留カードとパスポートの記載内容が一致している必要があります。 

・ 中国または韓国の方は、ローマ字の氏名に加えて、漢字氏名を在留カードに併記できます。 

http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/whatzairyu.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00009.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanji.html
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Q4 「技能実習」から「特定技能」への在留資格変更について 入管手続 

 

 

 

 

  

現在、水産業で「技能実習」をしていますが、将来はホテル関連の仕事に就きたいです。「特定技

能」（宿泊業）への移行を検討していますが、別の分野からの移行は可能でしょうか。 

「技能実習」から「特定技能」への移行は可能です。ただし、異なる分野への移行を希望する場合

は、職種ごとに業界団体が実施する特定技能測定試験及び日本語能力に関する試験に合格する必要が

あります。 

なお、宿泊業に関する技能測定試験の詳細や過去問題は、（一社）宿泊技能試験センターのホームペ

ージで確認できます。 

参考： 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・特定技能制度説明資料等 

 （英語・中国語・ベトナム語・タガログ語を含む 13 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00133.html 

・特定技能総合支援サイト 

 （やさしい日本語・英語・中国語・ベトナム語・タガログ語を含む 13 カ国語） 

 https://www.ssw.go.jp/jp/ 

・特定技能制度試験関係 

 http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html 

・登録支援機関登録簿（日本語・英語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html 

 

【国際人材協力機構（JITCO）】 

・在留資格「特定技能」とは （日本語・英語・中国語） 

 https://www.jitco.or.jp/ja/skill/ 

 

【外国人技能実習機構（OTIT）】 

・技能実習生のための母国語相談 

（英語・中国語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語） 

https://www.otit.go.jp/ 

注意点： 

・ 技能実習２号を良好に修了し、同分野で移行する場合は「特定技能」に必要な試験が免除されます。 

http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00133.html
https://www.ssw.go.jp/jp/
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri07_00205.html
https://www.jitco.or.jp/ja/skill/
https://www.otit.go.jp/
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Q5 卒業から入社までの待機期間中の在留資格について 入管手続 

 

 

 

 

  

12 月 25 日に大学を卒業し、その 3 日後に在留資格の有効期間が終了します。就職先から内定は

もらいましたが、入社日は来年 4 月なので、それまで待機しなければなりません。そのまま日本に

滞在したいのですが、どうすればいいのか教えてほしいです。 

入社まで待機する場合は、待機期間のための「特定活動」の在留資格への変更許可申請ができま

す。申請に係る必要書類等については、最寄りの出入国在留管理局にお問合せください。 

参考： 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・在留資格変更許可申請「特定活動」 

 http://www.moj.go.jp/isa/content/930004088.pdf  

・大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在をご希望のみなさまへ 

 http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00013.html 

 

注意点： 

・ 大学の卒業後、就職まで 3 か月以上の期間がある場合、一旦帰国し、新たに在留資格を申請する

のが一般的です。 

http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/content/930004088.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00013.html
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Q6 解雇された場合の離職事由と失業給付金の申請について 雇用・労働 

 

 

 

 

  

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、勤務先から自宅待機を命じられ、業務を控えてい

たところ、先日、突然解雇を言い渡され、退職させられました。さらに、退職理由を自己都合にす

るか、会社都合（相談者にとって納得できないような内容）のどちらかにするよう選択を迫られて

います。 

退職理由は、失業手当（失業給付金）の受給開始時期などに影響しますか。 

退職理由によっては影響する場合があります。例えば、離職事由が不当なものであると認められ

た場合、失業給付の受給開始日が通常よりも早まることもあります。なお、失業手当を受給する

際、ハローワークの担当者が相談者のヒアリングを行います。離職事由についてさらなる確認が必

要な場合、会社側にもヒアリングを行います。 

なお、今回のケースは、不当解雇の可能性もありますので、事前に「労働相談ほっとライン」に

も問い合わせてみてください。 

参考： 

【厚生労働省】 

・ハローワークインターネットサービス 基本手当について 

 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html 

・外国人労働者向け相談機関のご紹介 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 14 カ国語） 

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html 

・労働条件ハンドブック 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 12 カ国語 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html 

 

【北海道労働局】 

・離職された皆さまへ 

 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000290039.pdf 

・外国人労働者相談コーナー（日本語・ベトナム語） 

 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudan04.html 

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000290039.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudan04.html
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Q7 労働トラブル（退職理由）について 雇用・労働 

 

 

 

 

  

会社を一方的に解雇されたのですが、離職に関する書類に「自己都合による退職」と書かれてい

ます。これは違法ではないでしょうか。 

違法かどうかは、当センターでは判断できないため、ご自身の居住地を管轄している労働基準監督署

にご相談ください。また、多言語対応をしている「外国人労働者向け相談ダイヤル」や「労働条件ハン

ドブック」なども、ご確認ください。労働に関する法律については、法テラスの「多言語情報提供サー

ビス」や「外国人法律支援ネットワーク」でも相談することができます。 

なお、離職後は、在留資格や失業給付金の受給に関する手続き、また、国民健康保険の加入等につい

ても確認されるとよいでしょう。 

参考： 

【厚生労働省】 

・外国人労働者向け相談機関のご紹介 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 14 カ国語） 

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html 

・労働条件ハンドブック 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 12 カ国語 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html 

 

【北海道労働局】 

・離職された皆さまへ 

 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000290039.pdf 

・外国人労働者相談コーナー（日本語・ベトナム語） 

 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudan04.html 

 

【法律関係】 

・法テラス 多言語情報提供サービス 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 10 カ国語） 

 https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html 

・「外国人法律支援ネットワーク」 

 （英語・中国語） 

 http://www.sapporo-lsnet.com/  

https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000290039.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudan04.html
https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html
http://www.sapporo-lsnet.com/
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Q8 労働条件を監督する機関について 雇用・労働 

 

 

 

 

  

8 年以上同じ保育園で働いていますが、今年の面談で、契約期間中での給与の減額を通達され、減

額に応じない場合は解雇されると言われました。「在留期間更新許可申請」の手続きの際に、労働条件

が明示された書類を札幌出入国在留管理局に提出していますが、会社側がその条件を守る義務がある

のかを札幌出入国在留管理局に確認してほしいです。 

給与や休暇等の労働条件については、「労働基準法」で定められていますので、北海道労働基準監督

署に相談してください。出入国在留管理庁は出入国管理及び難民認定法に基づき、在留資格で認めら

れている活動をしているかの確認はしますが、労働条件に関する指導はしません。 

なお、解雇された場合、14 日以内に「契約機関に関する届出」を最寄りの出入国在留管理局に提出

しなければなりません。 

参考： 

【日本法令外国語データベースシステム】 

・労働基準法（日本語・英語） 

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3567&vm=04&re=01&new=1 

・出入国管理及び難民認定法（日本語・英語） 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3624&vm=04&re=01&new=1 
 

【厚生労働省】 

・外国人労働者向け相談機関のご紹介 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 14 カ国語） 

 https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html 

・労働条件ハンドブック 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 12 カ国語 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html 
 

【北海道労働局】 

・離職された皆さまへ 

 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000290039.pdf 

・外国人労働者相談コーナー（日本語・ベトナム語） 

 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudan04.html 
 

【法律関係】 

・法テラス 多言語情報提供サービス 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 10 カ国語） 

 https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html 

・「外国人法律支援ネットワーク」（英語・中国語） 

 http://www.sapporo-lsnet.com/  

http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3567&vm=04&re=01&new=1
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3624&vm=04&re=01&new=1
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/foreign/index.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/content/contents/000290039.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-roudoukyoku/madoguchi_annai/soudan04.html
https://www.houterasu.or.jp/multilingual/index.html
http://www.sapporo-lsnet.com/
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Q9 外国免許証からの切替え手続きについて 交通・運転免許 

 

 

 

 

  

注意点： 

・運転免許証の切替えは、住民票を管轄している運転免許試験場で行います。 

・切替えをするためには、相談者の運転免許証が有効なものであることが条件になります。 

・知識及び技能の確認が免除される国・地域もあります。 

外国の運転免許証を日本の免許証に切り替えたいので、手続きについて教えてほしいです。 

手続きの流れと必要書類は北海道警察署のホームページにて確認できます。ただし、運転免許証

の発給国により、必要な書類や証明書等が異なりますので、事前に居住地を管轄する運転免許試験

場にご確認ください。また、手続きの内容は同じですが、手続きに要する日数やスケジュール等は

運転免許試験場によって異なりますので、必要書類の確認と併せて、書類審査に要する期間等につ

いても聞いてください。 

参考： 

【北海道警察】 

・外国の運転免許を日本の運転免許に切り替えたい方へ 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/gai_menkyo-kirikae.html 
 

【運転免許試験場】 

・札幌運転免許試験場 011（683）5770 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/sapporo_map.html 

・函館運転免許試験場 0138（46）2007 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/hakodate_map.html  

・旭川運転免許試験場 0166（51）2489 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/asahikawa_map.html 

・釧路運転免許試験場 0154（57）5913 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/kushiro_map.html 

・帯廣運転免許試験場 0155（33）2470 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/obihiro_map.html 

・北見運転免許試験場 0157（36）7700 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/kitami_map.html 
 

【日本自動車連盟】 

・外国運転免許証を日本の免許証に切り替えたい方へ 

（英語・中国語・ベトナム語・フランス語） 

 https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license 

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/gai_menkyo-kirikae.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/sapporo_map.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/hakodate_map.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/asahikawa_map.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/kushiro_map.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/obihiro_map.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/map/kitami_map.html
https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license
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Q10 国際運転免許証について 交通・運転免許 

 

 

 

 

  

レンタカーを申し込んだ際に、自分の持っている国際運転免許証（海外の民間会社が発行したも

の）は日本では使えないと言われました。なぜ使えないか確認してほしいです。 

相談者が保有している民間の国際運転免許証は、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証ではな

いため、日本では使用できません。日本で運転を希望する場合は、ジュネーブ条約に基づく国際運

転免許証を取得するか、日本の運転免許証に切替える必要があります。 

参考： 

【警視庁】 

・警視庁 多言語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 20 カ国語） 

 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/multilingual/other/index.html 

・外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語を含む 10 カ国語） 

 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokusaimenkyo.html 

・政令で定められた国等の外国運転免許証で日本国内を運転するには 

 （英語・フランス語・ドイツ語・中国語（台湾）） 

 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/gaikokumenkyo.html 

 

【警察署】 

・外国の運転免許をお持ちの方 

 https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html 

 

【日本自動車連盟（JAF）】 

・外国運転免許証の日本語翻訳文について（英語・中国語・ベトナム語・フランス語） 

 https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license 

注意点： 

・ 日本での運転可能期間は日本に上陸した日から 1 年間になります。（国際運転免許証の有効期間は問

いません） 

・ エストニア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾で発給された運転免許証を保有す

る場合、日本語翻訳文の添付のみで、国際運転免許証を保有せずに日本で運転できます。なお、日本

での運転可能期間は、上記と同じになります。 

・ ベトナムや中国はジュネーブ条約に加盟していないため、日本での運転を希望する場合は、日本の運

転免許証に切り替える必要があります。 
 

💡ジュネーブ条約とは（JAF ホームページより一部抜粋） 

道路交通に関する条約には、1949 年にジュネーブで作成された『道路交通に関する条約』（通称ジュネーブ交通条

約）と、1968 年にウィーンで作成された『道路交通に関する条約』（通称ウィーン交通条約）があり、この 2 つの交通

に関する条約に基づいて交付される国際運転免許証が存在しています。日本はジュネーブ交通条約にしか加盟してい

ないため、ジュネーブ交通条約に基づく国際運転免許証を有効としています。 

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/multilingual/other/index.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokusaimenkyo.html
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/gaikokumenkyo.html
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html
https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/switch-to-japanese-license
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Q11 冬道の運転について 交通・運転免許 

 

 

 

 

  

冬道の運転が不安です。冬の安全運転に関するパンフレット等の英語版があれば共有してもらい

たいです。 

冬道の運転につきましては、北海道警察ホームページに掲載されている「冬道ドライブの心構え」

や「北海道ドライブまるわかりハンドブック」を参考としてください。また、北海道の多くの自動車

学校では冬道安全運転講習を行っていますので、コースで練習したい場合は受講も可能です。 

冬は急な天候の変化で通行止めになり、吹雪でホワイトアウトになる恐れもあります。運転する前

に「北海道地区道路情報サイト」及び「北海道防災情報サイト」を確認すると良いです。 

参考： 

【北海道警察】 

・外国語サイト（英語・中国語・韓国語・ロシア語） 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/foreign.html 

 

【北海道開発局】 

・冬道ドライブの心構え（英語・中国語・韓国語） 

 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_iji/ud49g70000000qlh.html 

・北海道ドライブまるわかりハンドブック（英語・中国語・韓国語・フランス語・ドイツ語） 

 https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/ud49g70000000kp9.html 

・北海道地区 道路情報（英語） 

 https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/en/  

 

【北海道】 

・北海道防災情報（英語・中国語・韓国語・ロシア語） 

 https://www.bousai-hokkaido.jp/ 

 

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/foreign.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/kn/dou_iji/ud49g70000000qlh.html
https://www.hkd.mlit.go.jp/ky/ki/renkei/ud49g70000000kp9.html
https://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/en/
https://www.bousai-hokkaido.jp/
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Q12 転居に伴う自動車に関する手続きについて 交通・運転免許 

 

 

 

 

  

近々、引っ越しをすることになりました。運転免許証や自動車に関する必要な手続きを教えてほ

しいです。 

はじめに、運転免許証の記載事項変更届の手続が必要です。転居先の交番や駐在所、現住所最寄

りの警察署などで確認してください。 

その次に、「車庫証明書」及び「車検証」の住所変更の手続きが必要になります。なお、普通自動

車か軽自動車かの車種によって手続きが異なります。 

参考： 

【北海道警察】 

・運転免許証の記載事項変更届 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo4.html 

・自動車保管場所証明等手続き 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/jidousya/jidousya.html 

・外国語サイト（英語・中国語・韓国語・ロシア語） 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/foreign.html 

 

【国土交通省】 

・氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合（変更登録） 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk03.htm 

・運輸支局等組織のご案内 

 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/sikyoku/index.html 

 

【軽自動車検査協会】 

・軽自動車の「住所変更」の手続き 

 https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000037.html 

・北海道地区の事務所一覧 

 https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html#43643 

 

https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo4.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/jidousya/jidousya.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/foreign.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk03.htm
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/sikyoku/index.html
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000037.html
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html#43643


 

[17] 

Q13 速度超過等の交通違反について 交通・運転免許 

 

 

 

 

  

先日、北海道警察署から速度違反の通知書が届きました。仮に 50km 以上の速度超過をした場

合、交通違反の点数や罰金はどうなりますか。 

50km 以上の速度超過の違反点数は 12 点です。また、前歴がなければ、90 日間の運転免許停止の

措置が下されます。50km 以上の速度違反を起こした場合、反則金ではなく、刑事処分として罰金が

科せられます。なお、刑事処分のため、今後の在留資格に関する諸手続きに影響が出る可能性があ

ります。 

参考： 

【警視庁】 

・交通違反で取締りを受けてしまったら 

 https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/index.html 

 

【北海道警察】 

・外国人のための交通安全情報 

（英語・中国語・韓国語・ベトナム語） 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/rule-gaikokujin/rule-gaikokujin.html 

・交通違反反則金のよくある質問 

 http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/traffic_violation_notice_system/03-qa.html 

・外国語サイト（英語・中国語・韓国語・ロシア語） 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/foreign.html 

 

【日本自動車連盟】 

・外国語版『交通の教則』のご案内（有料） 

 （英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語） 

 https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/rules-of-the-road 

 

【日本法令外国語訳データベースシステム】 

・道路交通法（日本語・英語） 

 http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?vm=04&re=01&id=2962 

 

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/torishimari/index.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/rule-gaikokujin/rule-gaikokujin.html
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/traffic_violation_notice_system/03-qa.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/foreign.html
https://jaf.or.jp/common/visitor-procedures/rules-of-the-road
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?vm=04&re=01&id=2962
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Q14 ベトナム語の医療通訳について 医療 

 

 

 

 

  

会社で雇用しているベトナム人が病院を受診しました。しかし、日本語が話せないため、医師と

うまくコミュニケーションできません。ベトナム語の医療通訳について情報が欲しいです。 

「電話医療通訳『アムダ通訳ライン』」（運営：特定非営利活動法人 AMDA 国際医療情報センタ

ー）はベトナム語に対応しています。事前の連絡及び医療機関からの依頼が必要となります。 

なお、言語によって対応可能な曜日が異なりますので、ホームページを確認するか、電話にてア

ムダ通訳ラインの事務局にお問い合わせください。なお、利用は無料です（通話料は医療機関等の

利用者側の負担になります）。 

参考： 

【AMDA 国際医療情報センター】 

・電話医療相談 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 8 カ国語） 

 https://www.amdamedicalcenter.com/ 

・電話医療通訳『アムダ通訳ライン』 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・タイ語・スペイン語・ポルトガル語） 

 https://www.amdamedicalcenter.com/amdainterpreter 
 

【全国医療通訳者協会】 

・医療通訳派遣団体リスト（日本語・英語） 

 https://national-association-mi.jimdofree.com/医療通訳派遣団体リスト-日-英/ 
 

【北海道】 

・外国語の対応可能な医療機関について 

 （英語・中国語・韓国語・ロシア語） 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/imu/gaikokugotaiou.htm 
 

【多言語医療問診票】（運営：NPO 法人国際交流ハーティ港南台、公益財団法人かながわ国際交流財団） 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 18 カ国語） 

 https://www.kifjp.org/medical/ 

 

https://www.amdamedicalcenter.com/
https://www.amdamedicalcenter.com/amdainterpreter
https://national-association-mi.jimdofree.com/%E5%8C%BB%E7%99%82%E9%80%9A%E8%A8%B3%E6%B4%BE%E9%81%A3%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88-%E6%97%A5-%E8%8B%B1/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/imu/gaikokugotaiou.htm
https://www.kifjp.org/medical/
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Q15 ウルドゥー語での支援について 医療 

 

 

 

 

  

現在、パキスタン人の妊婦の対応をしていますが、日本語が全く通じません。ウルドゥー語版の

出産・子育てに関する有益な情報はありますか？また、ウルドゥー語での相談ができる支援団体等

の情報があれば教えてください。 

ウルドゥー語と日本語の対照表で書かれた「メディカルハンドブック」（作成：公益財団法人茨城

県国際交流協会）が同協会のホームページにあります。病院に行った時の基本的な応答や諸症状に

関する表現が書かれています。ダウンロードも可能です。 

また、「特定非営利活動法人 Asian People’s Friendship Society（APFS）」では、ウルドゥー語での

電話やメールでの相談に対応しています。ウルドゥー語の担当者が不在の場合もあるので、対応が

可能な日について事前に確認をしてください。 

参考： 

【公益財団法人 茨城県国際交流協会】 

・メディカルハンドブック 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 23 カ国語） 

 https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/ 

 

【特定非営利活動法人 Asian People’s Friendship Society（APFS）】 

・APFS に相談する 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ウルドゥー語・ビルマ語・ベンガル語・ペルシャ語・フランス語） 

 http://apfs.jp/talkwithapfs 

https://www.ia-ibaraki.or.jp/kokusai/soudan/medical/
http://apfs.jp/talkwithapfs
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Q16 こころの相談について 医療 

 

 

 

 

家族と共に千葉県から移住してきました。しかし、毎日の生活が苦しく、さらに夫からの自分に

対する態度にも苦しんでいるので、離婚して子供と一緒に千葉県に戻ることも考えています。どう

すれば良いのかも分からず、このまま自殺することも考えています。 

（相談者の心身の安全を確認したうえで、次の対応をする） 

「よりそいホットライン」（運営：厚生労働省）では、英語の他にタガログ語などで相談ができま

す。また、「TELL Japan」（運営：特定非営利活動法人東京英語いのちの電話）でも英語で相談がで

きます。 

離婚の手続きや離婚後の生活支援等については、お住まいの地域の役場に相談してください。 

参考： 

【厚生労働省】 

・よりそいホットライン 外国語専門ライン 0120（279）338 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 10 カ国語） 

 https://www.since2011.net/yorisoi/n2/ 

・よりそいホットライン 外国語による SNS 相談 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 10 カ国語） 

 https://www.since2011.net/yorisoi/n2-sns/ 

 

【特定非営利活動法人 TELL Japan】 

・TELL Lifeline（いのちそうだん）03-5774-0992 （英語のみ） 

 https://telljp.com/lifeline/ 

 

【北海道】 

・地域における各種相談窓口等 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sfc/madoguti.htm 

・外国語の対応可能な医療機関について 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/imu/gaikokugotaiou.htm 

注意点： 

【海外と日本の心理療法等の事情について】 

日本でのメンタルケアは基本的に「心が病んでいる人が受けるもの」という心理療法の印象が強く、う

つ病や対人恐怖症などになり、初めて心療内科などの医療機関を受診することが多く、治療という概念が

強い傾向にあります。一方、多くの国では、人々が「心の調子を整える」、「メンタルの自己管理」を目的

に「カウンセリング」という療法を気軽に利用しています。 

母国を離れ、これまでとは異となる環境で暮らす外国人が抱える心的負担は想像以上に大きいことに加

え、メンタルケアに対する社会インフラも異なる点に留意し対応することが肝要です。 

https://www.since2011.net/yorisoi/n2/
https://www.since2011.net/yorisoi/n2-sns/
https://telljp.com/lifeline/
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/sfc/madoguti.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/iyk/iry/imu/gaikokugotaiou.htm
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[o1] 

Q17 脱退一時金制度の改正について 社会保険・年金 

 

 

 

 

  

先日、短期在留の外国人に対する脱退一時金の支給上限年数が、2021 年 4 月より、3 年（36 月）

から 5 年（60 月）に改正されると聞きました。改正前に来日した人も対象になりますか？ 

今回の改正に該当する方は、最後に保険料を納付した月（資格喪失した日の属する月の前月）が

2021 年 4 月以降の方です。つまり、来日した時期に関わらず、5 月以降に出国する人が対象となり

ます。なお、保険料の納付済期間が 60 月以上の場合でも、支給上限月数は 60 月として支給額が計

算されます。 

参考： 

【日本年金機構】 

・脱退一時金の制度について 

 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html 

・脱退一時金請求書 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 14 カ国語） 

 https://www.nenkin.go.jp/international/japanese-system/withdrawalpayment/payment.html 

・年金加入期間の通算 

 https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/kikantsusan/index.html 

・日本年金機構 International  

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 14 カ国語） 

 https://www.nenkin.go.jp/international/index.html 

・年金事務所での通訳サービス 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 10 カ国語） 

 https://www.nenkin.go.jp/international/index.files/01.pdf 

 

【国税庁】 

・所得税・消費税の納税管理人の届出手続 

 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm 

・所得税・消費税の納税管理人の届出（英語表記） 

 https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/a-26.pdf 

注意点： 

・厚生年金の脱退一時金は、その支給の際に 20.42％の税金が源泉徴収され、当該税金の還付を受けられる

場合があることから、外国人は出国前に、日本国内における最終の住所を管轄する税務署へ「所得税・消

費税の納税管理人の届出」を提出する必要があります。なお、国民年金の脱退一時金は源泉徴収されませ

ん。 

・脱退一時金の請求をする以外の選択肢として、「老齢年金の受給」、また国籍によっては「加入期間の通

算」をすることもできます。 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
https://www.nenkin.go.jp/international/japanese-system/withdrawalpayment/payment.html
https://www.nenkin.go.jp/service/shaho-kyotei/shikumi/kikantsusan/index.html
https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
https://www.nenkin.go.jp/international/index.files/01.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/a-26.pdf
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Q18 扶養家族と社会保険について 社会保険・年金 

 

 

 

 

  

3 月中に婚姻手続をして、配偶者の扶養に入る予定です。扶養に入ると、3 月分の国民年金や国民

健康保険の保険料が減免の対象になると聞きました。その場合、いつまでに手続きを終えると良い

ですか。 

また、扶養に入った後の、国民年金や国民健康保険の手続きや必要書類を教えてほしいです。 

国民年金と国民健康保険の保険料は両方とも月計算です。3 月末までに手続きを済ませれば、減免

の対象になります。 

また、扶養に入るための手続きは配偶者の勤務先によって変わります。詳しくは、配偶者の勤務

先の担当者にご確認ください。 

参考： 

【北海道】 

・国保医療課のページ 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/index.htm 

・国民健康保険の手引き 

 （英語・中国語・韓国語・ロシア語） 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/hp_guidance.htm 

・各市町村の国民健康保険窓口一覧 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/kokuho/kokuho.htm#111 

 

【日本年金機構】 

・日本年金機構 International  

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 14 カ国語） 

 https://www.nenkin.go.jp/international/index.html 

・年金事務所での通訳サービス 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 10 カ国語） 

 https://www.nenkin.go.jp/international/index.files/01.pdf 

・ねんきん加入者ダイヤル 

 https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/index.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/hp_guidance.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kki/kokuho/kokuho.htm#111
https://www.nenkin.go.jp/international/index.html
https://www.nenkin.go.jp/international/index.files/01.pdf
https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
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Q19[E2] 技能実習生の死亡時の補償について 社会保険・年金 

 

 

 

 

  

台風で 2 名の技能実習生が亡くなったというニュースを見ました。 

万が一、自然災害等で技能実習生が亡くなった場合、死亡保険金はおりますか。また、どこが加入の

手続きをしますか。 

技能実習生は基本的に社会保険に加入しますが、社会保険だけでは補償できない部分があります。

今回の質問にある死亡保険金については、実習生本人を被保険者として実習実施機関か監理団体のど

ちらかが民間の保険に加入しているか確認をする必要があります（加入は任意）。 

なお、技能実習生に対応する民間の保険がいくつかあります。これらの民間保険には、死亡保険金

や治療費だけではなく、母国から来た家族や親族の滞在費にかかる「救援者費用」という補償も含ま

れています。 

参考： 

【外国人技能実習機構（OTIT）】 

・監理団体の皆様へ 

https://www.otit.go.jp/info_kanri/  

 

【公益財団法人 国際人材協力機構（JITCO）】 

・外国人技能実習生総合保険・特定技能外国人総合保険（JITCO 保険） 

 https://www.jitco.or.jp/ja/service/protection/index.html#section_3 

 

【VIVA VIDA!】 

・外国人技能実習生向け保険 

https://vivavida.net/jp/intern/ 

 

【セントラルインシュアランス】 

・外国人技能実習生総合保健（技能実習 1 号・2 号） 

https://jisshuseihoken.com/about/plan1/ 

https://www.otit.go.jp/info_kanri/
https://www.jitco.or.jp/ja/service/protection/index.html#section_3
https://vivavida.net/jp/intern/
https://jisshuseihoken.com/about/plan1/
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Q20 自動車税の納付について 税金 

 

 

 

 

  

2 年前に他県から北海道へ引っ越してきました。その翌年の 4 月には、北海道の自宅に自動車税

の納付書が届いたので支払いました。しかし、今年は納付書が届いていません。どうすればいいで

しょうか。 

以前住んでいた地域の自動車税事務所に連絡をし、転居先への納付書の再送を依頼してくださ

い。なお、今後もこのまま北海道で暮らす場合は、車庫証明や車検証等の住所変更の手続きも必要

になります。変更手続きを完了しないと、以前の住所に納付書が送付され続けますのでお気を付け

ください。 

参考： 

【北海道】 

・札幌道税事務所（自動車税関係） 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/dzc/jidosya.htm 

・自動車税の概要 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/dzc/jidousha.htm 

 

【北海道警察】 

・自動車保管場所証明等手続き 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/jidousya/jidousya.html 

・外国語サイト（英語・中国語・韓国語・ロシア語） 

 https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/foreign.html 

 

【国土交通省】 

・氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合（変更登録） 

https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk03.htm 

・運輸支局等組織のご案内 

 https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/sikyoku/index.html 

 

【軽自動車検査協会】 

・軽自動車の「住所変更」の手続き 

 https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000037.html 

・北海道地区の事務所一覧 

 https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html#43643 

 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/dzc/jidosya.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/dzc/jidousha.htm
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/jidousya/jidousya.html
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/foreign.html
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk03.htm
https://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/header/sikyoku/index.html
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000037.html
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/procedures_000134.html#43643
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Q21 副業と確定申告について 税金 

 

 

 

 

  

フルタイムの通訳員として勤めています。また、10 月から大学で英語講師を副業として始めます

が、税金への影響はありますか。 

副業の収入が 200,000 円を超えると、確定申告義務が発生します。詳しくは国税庁のホームページ

をご確認ください。 

また、フルタイムで働いている会社から副業について許可をもらう必要があるので、早めに勤務先

に相談してください。 

参考： 

【国税庁】 

・確定申告が必要な方 

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm 

・副収入などがある方の確定申告 

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm 

・確定申告に関する手引き等 

 （英語・中国語・ベトナム語） 

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/index.htm 

 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・資格外活動許可申請 

 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html 

注意点： 

副業をする際に、フルタイムの仕事で取得した在留資格の資格外活動にあたるかどうか確認をして

ください。資格外活動に該当する場合は、出入国在留管理局にて「資格外活動許可」の手続きが必要

になります。 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/01/1_06.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/index.htm
http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
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Q22 居住者と非居住者の所得税の取扱いについて[o3] 税金 

 

 

 

 

 

  

非居住者の外国人は、所得税の課税対象になるのか確認してほしいです。 

居住者と非居住者共に所得税の課税対象になります。 

なお、滞在期間による区分とそれぞれの税率については、次のとおりです。 

・日本に滞在している期間が 1 年未満であれば、非居住者になり、所得税の税率は 20.42％。 

・日本に滞在している期間が 1 年以上であれば、居住者になり、日本人と同じ所得課税。 

詳細については、最寄りの税務署にお問い合わせください。 

 

参考： 

【国税庁】 

・非居住者に対する課税 源泉徴収義務者・源泉徴収の税率 

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm 

・居住者と非居住者の区分 

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm 

・税務署所在地・案内（北海道） 

 https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/location/index.htm 

・令和２年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き（和訳版）※p.９参照 

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/060.pdf 

・令和２年分所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き（英語） 

 https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/index.htm 

注意点： 

・税に関する「居住者」は出入国在留管理庁の「在留者」の定義と異なります。ただし、中長期在留者と

して認められていない「短期滞在」の在留資格を保有している外国人が継続して１年以上日本に滞在して

いる場合、「居住者」の扱いになります。なお、上記税率は国税全般に当てはまります。 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/location/index.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/060.pdf
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/index.htm
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Q23[m4] 帰国前の税金にかかる諸手続きについて 税金 

 

 

 

 

 

  

札幌市にある会社で 3 年間働きましたが、5 月に帰国することになりました。出国前に済まさなければ

ならない税金に関する諸手続きについて教えてほしいです。 

出国前の税金に関する手続きについては、次のとおりです。 

1. 住所を管轄する税務署に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出する。 

2. 住んでいる市区町村の役場等に地方税の「納税管理人設定申告・申請書」を提出する。 

なお、納税管理人とは本人に代わって税金の手続き及び納付や還付等の取り扱いを行う人です。原則、

日本に住所がある方なら誰でも指定できますが、信頼ができ且つ日本語を理解できる方がよいです。 

参考： 

【国税庁】 

・所得税・消費税の納税管理人の届出手続 

 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm 

・所得税・消費税の納税管理人の届出（英語表記） 

 https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/a-26.pdf 

 

【総務省】 

・外国人の方の個人住民税について 

 （英語・中国語・ベトナム語・ポルトガル語） 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html 

 

【札幌市】（例） 

・納税管理人の申請（個人市民税） 

 http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=397 

注意点： 

・普通徴収（個人で納付）で住民税の支払いをしている外国人が１月から６月の間に帰国すると、新

年度の住民税の納税通知書は出国後に送付されますので、地方税の納税管理人を立てるとよいでしょ

う。 

・厚生年金の脱退一時金を請求する予定の方は、脱退一時金に係る所得税の還付手続きをするために、

国税の納税管理人を立てる必要があります。 

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm
https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/pdf/a-26.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/individual-inhabitant-tax.html
http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/search/procedure_view.asp?ProcID=397
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Q24[E5] ベトナム人技能実習生が日本人と結婚する場合 結婚・離婚 

 

 

 

 

 

  

注意点： 

・駐日ベトナム大使館からの書類は、発行までに数日かかります。また、出入国在留管理局での審査も、

結果が出るまで 2 週間から 1 カ月程かかります。婚姻手続を進める際は、時間に余裕をもって進めてくだ

さい。 

国際結婚を考えています。ベトナム側と日本側で発生する諸手続きを教えてほしいです。 

婚姻手続の流れについては、次のとおりです。 

1. 監理団体及び受入機関から許可をもらう 

ベトナム人の技能実習生が婚姻手続を始めるためには、監理団体等から結婚の許可をもらうこ

とが必要です。 

2. 「婚姻要件具備証明書」の申請（駐日ベトナム大使館にて） 

１．の後は、「婚姻要件具備証明書」の申請に移ります。必要書類
※1 を揃え、駐日ベトナム大

使館にて当事者二人で手続きをします。 

3. 「婚姻届受理証明書」を受け取る（日本の各自治体にて） 

「婚姻要件具備証明書」が発行されたら、日本の市町村役場へ婚姻届書等のその他必要書類
※2

を提出します。手続きが完了すると、「婚姻届受理証明書」が発行されます。 

4. 婚姻登録をする（駐日ベトナム大使館にて） 

3.の後、必要書類
※1 を揃えた上で、再び駐日ベトナム大使館へ当事者二人で行き婚姻登録を行

います。婚姻登録が完了すると、婚姻登録通知済み証明書（結婚証明書）が発行されます。 

5. 在留資格変更許可申請をする 

ベトナム人の方が技能実習を終え、継続して日本に在留する場合は、在留資格変更許可申請が

必要です。変更する在留資格の種類及びそれに係る必要書類をご確認の上、最寄りの出入国在留

管理局へ提出してください。 

 

※1 については、駐日ベトナム大使館のホームページに掲載されています。また、手続き及び詳細については、 

駐日ベトナム大使館にメールで確認するとよいです。 

※2 については、各自治体によって異なります。必ず事前に各自治体の役場等に確認をしてください。 

 

参考： 

【駐日ベトナム大使館】 

・メール：vnconsular@vnembassy.jp  電話番号：03（3466）3311 

https://vnembassy-jp.org/ja/ベトナム人と外国人との婚姻届 

 

【外国人技能実習機構（OTIT）】 

・技能実習生のための母国語相談 

（英語・中国語・ベトナム語・タガログ語・インドネシア語・タイ語・カンボジア語・ミャンマー語） 

https://www.otit.go.jp/ 

mailto:vnconsular@vnembassy.jp
https://vnembassy-jp.org/ja/ベトナム人と外国人との婚姻届
https://www.otit.go.jp/
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Q25 合意のない離婚手続きをされそうな場合 結婚・離婚 

 

 

 

 

 

 

  

近頃、夫が自分に対して怒ったり、「国に帰れ」と言うようになりました。自分はまだ夫を愛しており、

この先も一緒に日本に住むことを希望しています。もし、夫の独断で離婚手続きを始めた場合、何か対策は

ありますか。また、もし離婚した場合、「日本人等の配偶者」の在留資格はどうなりますか。 

配偶者の独断で離婚の手続きをされる可能性がある時は、市区町村の役場に「不受理申出書」を提出して

ください。 

なお、在留期間更新許可申請時に、配偶者の協力を得られない場合は、最寄りの出入国在留管理局に相談

をしてください。 

また、離婚した場合は、「配偶者に関する届出」を出入国在留管理局に提出する必要があります。提出日

から６ヶ月間の猶予期間がありますので、その間に出国、又は別の在留資格へ変更してください。 

参考： 

【札幌市】（様式） 

・離婚届不受理申出 

 http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00338_pdf/presen_00338_004.pdf 

 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・配偶者に関する届出 

 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html 

・在留資格の取消し（入管法第 22 条の４） 

 http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/torikeshi.html 

・配偶者の身分を有する者としての活動を行わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取消し 

を行わない具体例について 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ポルトガル語・スペイン語・タイ語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_1_info_120703_01.html 

注意点： 

・正当な理由なく、６ヶ月間以上「日本人等の配偶者」の在留資格のままで滞在すると、在留資格の取り消

しの対象になりますのでご注意ください。 

http://www3.city.sapporo.jp/download/shinsei/procedure/00338_pdf/presen_00338_004.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/torikeshi.html
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_1_info_120703_01.html
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Q26[E6] 新型コロナの感染が疑われる場合の対応 コロナ関連 

  

少し前からのどの痛みや息苦しさがあり、今朝は 37.7℃の発熱がありました。新型コロナウイル

スに感染したのではないかと思い、非常に不安を感じています。どうすればいいでしょうか。 

かかりつけ医、または、北海道新型コロナウイルス感染症健康センターに電話をしてください。その

際、発症日や行動履歴等含めてヒアリングを受けます。 

その後、ヒアリングの内容に応じて、最寄りの医療機関を受診する、または PCR 検査を受けるなど、

居住地域管轄の保健所からの指示があります。なお、保健所からの連絡があるまで時間を要する場合が

あります。 

参考： 

【北海道】 

・発熱があり、新型コロナウイルス感染症が心配なとき（2021 年 3 月末時点） 

北海道 北海道新型コロナウイルス感染症健康センター 0120-501-507（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） 24 時間 

札幌市 救急安心センターさっぽろ 011-272-7119 (または#7119) 24 時間 

旭川市 旭川市健康相談窓口 0166-25-1201 24 時間 

函館市 函館市受診・相談センター 0120-568-019（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ） 24 時間 

小樽市 小樽市発熱者相談センター 0570-080185 24 時間 

 

・「新型コロナウイルス感染症」に関する各相談窓口 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/koronasoudantoiawase.htm 

・外国人の方へ 新型コロナウィルス（COVID-19）の情報 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語・ロシア語） 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/promo/coronavirus.htm 

・道立保健所一覧 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/hokensho/hokensho.htm 

 

注意点： 

・札幌市、旭川市、函館市、小樽市の居住者は、問い合わせ先が異なります。 

・保健所等のやり取りで言葉の支援が必要な場合は、当センターで通訳対応できますので、ご相談くださ

い。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/koronasoudantoiawase.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/promo/coronavirus.htm
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tkh/hokensho/hokensho.htm
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Q27 PCR 検査及び陰性証明書の発行が可能な医療機関について コロナ関連 

近いうちに母国に帰国することになり、PCR 検査を受け、陰性証明書が必要になります。対応し

てくれる医療機関の情報があれば教えてほしいです。 

PCR 検査及び陰性証明書の発行等について対応可能な医療機関については、厚生労働省のホーム

ページにある「自費検査を提供する検査機関一覧」、または、経済産業省の TeCOT（海外渡航者新

型コロナウイルス検査センター）のページにある「新型コロナウイルス検査証明機関登録簿」をご

確認ください。 

なお、国・地域によって、認められる検査の種類（PCR・LAMP・抗原等）や陰性証明書に記載

すべき情報、出発前の検査期間（例：○○時間以内）など要件が異なります。医療機関に予約を入

れる前に必ず入国する予定の国・地域が示す渡航に関する条件等を確認してください。 

また、検査時に必要な書類などは受診する医療機関によって異なりますので、予約時に確認を

し、それぞれの医療機関の指示に従ってください。 

参考： 

【厚生労働省】 

・実費検査を提供する検査機関一覧（日本語） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html 

 

【経済産業省】 

・TeCOT 海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（日本語・英語） 

 https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/top.html  

注意点： 

・陰性証明書が発行されるまでに要する時間は受診する医療機関によって異なりますので、予約時に必ず

確認をしてください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html
https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/top.html
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Q28 再入国及び入国制限について コロナ関連 

最近結婚しましたが、妻はアメリカにいます。妻に会いに行くために出国しても、再入国できますか。 

また、将来、妻を日本に呼び寄せたいので、手続きについて教えてほしいです。 

在留資格保有者は、再入国が認められています。上陸拒否の対象になっている地域・国に滞在し

たとしても、再入国できます。詳細は、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。 

なお、再入国時に、水際対策に係る新たな措置へ協力する必要があります。厚生労働省のホーム

ページで最新情報を確認してください。 

また、配偶者の呼び寄せについては、在留資格認定証明書の交付申請が必要です。手続き及び必

要書類は出入国在留管理庁のホームページで確認できます。ただし、新型コロナウイルス感染症の

影響で、現在はアメリカからの新規入国が認められていません（2021 年 3 月末現在）。最新情報や

詳細については外務省及び法務省のホームページ、また、在アメリカ合衆国日本国大使館のホーム

ページを確認してください。 

参考： 

【外務省】 

・新型コロナウイルス感染症への対応（日本語・英語） 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html 

・在外公館リスト 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/ 
 

【出入国在留管理庁】 

・本邦滞在中の在留資格保持者の再入国予定の申し出について 

http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri07_00245.html 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・在留資格認定証明書交付申請 

 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html 
 

【厚生労働省】 

・新型コロナウイルス感染証について 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 21 カ国語） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

・水際対策に係る新たな措置について 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 
 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri07_00245.html
http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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Q29 解雇された場合の支援策等について コロナ関連 

 

  新型コロナウイルス感染症の影響により勤務先を解雇されました。この後も日本で求職予定です

が、生活費が心配です。何か支援策はありますか。 

また、在留期間が間もなく切れてしまいます。再就職できない場合、在留期間を更新できないので

しょうか。 

国からの支援策は、厚生労働省のリーフレット「生活を支えるための支援のご案内」をご確認く

ださい。道からの支援策については、北海道のホームページにある「北海道民の皆様へ」と「事業

者の皆様へ」をご確認ください。 

新型コロナウイルス感染症の影響で解雇された人が、日本に引き続き滞在して就職活動をする場合

は、「特定活動（6 ヶ月）」の在留資格への変更が認められています。生計維持が困難であると認めら

れた場合，週 28 時間以内の就労（アルバイト可）が認められています。手続きは、最寄りの出入国

在留管理局で「資格外活動許可申請」を行ってください。 

参考： 

【厚生労働省】 

・厚生労働省リーフレット「生活を支えるための支援のご案内」等について 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html 

 

【北海道】 

・新型コロナウイルス感染症について 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 21 カ国語） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に関する情報 各支援策 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/singatakoronahaien.htm 

 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・解雇・雇い止め等となった方に係る取扱い 

 http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00156.html 

・資格外活動許可申請 

 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13694.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/ssa/singatakoronahaien.htm
http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00156.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
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Q30 帰国困難者の対応方法について コロナ関連 

 

  来月に帰国する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、飛行機がキャンセルされまし

た。帰れなくなった場合、在留資格の有効期限は更新できますか。 

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国困難となった場合、保有している在留資格の種類によ

って、どの在留資格に変更するかが異なります。帰国できるまでの対策として、「在留資格変更許可申

請」または「在留期間更新申請」をしてください。なお、法務省の新型コロナウイルス感染症関連情

報のページをご確認ください。 

参考： 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html  

・在留資格変更許可申請 

 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html 

・資格外活動許可申請 

 http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html 

 

【法務省】 

・新型コロナウイルス感染症関連情報 

 http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.html 

注意点： 

・短期滞在の在留資格で帰国困難になった方も、特例により資格外活動許可申請をすることで、週 28

時間以内の就労（アルバイト可）が許可されています。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ

をご確認ください。 

http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/nyuukokukanri01_00155.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/0000000451.html


 

[35] 

Q31[E7] 新型コロナワクチンの接種について[o8] コロナ関連 

 

 

  

基礎疾患がある人は優先的に新型コロナワクチンの接種を受けられると聞きました。自分の持病が

その基礎疾患に該当するかを知りたいです。 

新型コロナワクチン接種にかかる基礎疾患については、厚生労働省のホームページに詳細が載っ

ていますので、ご自身の基礎疾患が該当するかはそのページでご確認ください。ただし、掲載情報

は更新される可能性があります。 

まずは、かかりつけ医や、多言語対応をしている厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

に一度相談されると良いでしょう。 

参考： 

【厚生労働省】 

・新型コロナワクチンについて 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html 

・外国語の新型コロナワクチンの予診票等 

 （英語・中国語・韓国語・ベトナム語・タガログ語を含む 17 カ国語） 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html 

・厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター 

 電話番号：0120-761770（フリーコール） 

 受付時間：下記参照（土日・祝日も実施） 

 ・日本語・英語・中国語・韓国語・ポルトガル語・スペイン語：９時００分～２１時００分 

・タイ語 ： ９時００分～１８時００分 

・ベトナム語 ： １０時００分～１９時００分 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_00184.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html
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Q32 不動産取得にかかる銀行からの融資について その他 

  

不動産取得を検討していて、銀行からの融資を受けたいです。Ａ銀行の口座を持っているので、

できればそこから融資を受けたいのですが、外国人は融資してもらえるのでしょうか。なお、「技

能」の在留資格を持っています。 

相談者が口座をお持ちのＡ銀行に確認したところ、「永住」や「定住」の在留資格以外の方は、融

資を受けるのは難しいとのことです。 

なお、「永住」や「定住」以外でも融資を受けることができる銀行がいくつかありますの

で、インターネット等で調べてみてください。 
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Q33[o9] 外国人がホームレスになった場合の支援について その他 

  

先月、他県から道内へ移住し、転職しました。しかし、勤務先と雇用契約に至らず、後に会社に

騙されていたとわかりました。約１ヶ月半前から給料が未払いで、住居も追い出されました。 

北海道にきたばかりで、知り合いもおらず、泊まる場所もありません。ホームレス支援をしてく

れるところはありますか。 

はじめに、住まいを失った人が一時的に入所できる NPO 等が運営するシェルター（「参考」欄を

参照）に問い合わせてみてください。 

また、北海道の各地に、お金、仕事、住宅など、生活に関する悩みを相談できる窓口がありま

す。厚生労働省の「自立相談支援機関相談窓口一覧」を参考にしてください。 

なお、失業している間は、生活保護の申請の他に、北海道のホームページにある生活困窮者自立

支援制度も活用できます。 

参考： 

【北海道】 

・生活困窮者自立支援制度 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/seikatsukonkyuu.htm 

 

【厚生労働省】 

・生活困窮者自立支援制度 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html 

・自立相談支援機関相談窓口一覧 

 https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf 

 

（参照）【特定非営利活動法人 ホームレス支援全国ネットワーク】 
・会員一覧（地域別） 

 http://www.homeless-net.org/html/members.html 

注意点： 

・観光目的及び難民申請中の外国人、また在留資格を保有しない外国人は支援策やシェルターの利用がで

きません。 

・外国語話者がシェルターへの入居を希望する場合、通訳サポートを求められることがあります。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/seikatsukonkyuu.htm
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html
https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf
http://www.homeless-net.org/html/members.html
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Q34 北海道での留学について その他 

  

参考： 

【北海道】 

・道内日本語教育機関（日本語学校）一覧 ※法務省の告示に基づいて道調べ 

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/promo/nihongoschool.pdf 

・Study in Hokkaido（英語・中国語・韓国語） 

 http://www.study-hokkaido.com/ 

 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件 

 http://www.moj.go.jp/isa/laws/nyukan_nyukanho_ho28-2.html 

・在留資格認定証明書交付申請（留学） 

http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10_17.html 
 

【日本学生支援機構】 

・留学生支援 

 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/index.html 

・日本留学試験（EJU） 

https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/index.html 
 

北海道で留学するにはどうしたらいいでしょうか。 

北海道で留学するには、どこで学びたいか（日本語学校、専門学校、大学等）を明確にする必要が

あります。 

１．日本語学校に留学したい場合は、北海道のホームページにある道内の日本語教育機関一覧から進

学先を選んでください。また、母国にある日本大使館のホームページで留学に関する情報も収集

できます。（出入国在留管理庁のホームページには全国の日本語教育機関の一覧もあります） 

２．高等教育機関（大学及び高等専門学校）に留学したい場合は、北海道国際交流・協力総合センタ

ーの「Study in Hokkaido」の特設ページを参考にしてください。なお、入学に関する試験内容等

は高等教育機関によって異なります。また、入学試験に日本留学試験（EJU）を利用している学

校もあります。EJU の成績を利用している学校や留学生向けの奨学金等については日本学生支援

機構のホームページを参考にしてください。 

日本で学ぶためには、「留学」の在留資格で来日することが一般的です。出入国在留管理庁のホーム

ページに在留資格の申請手続きに必要な書類等が掲載されております。 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/promo/nihongoschool.pdf
http://www.study-hokkaido.com/
http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/laws/nyukan_nyukanho_ho28-2.html
http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_nintei10_17.html
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/index.html
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/index.html
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Q35 「特定技能」取得にかかる日本語の能力について その他 

  

「特定技能」の在留資格を取得するために、日本語の能力を証明する必要があるにもかかわら

ず、新型コロナウイルス感染症の影響で日本語能力試験（以下、JLPT）の N4 を受けられません。

ただし、実用日本語検定（以下、J-test）の E レベルは保持しているので、JLPT の代わりに J-test 

E レベルで自分の日本語能力を証明できますか。 

「特定技能」の在留資格を取得するには、J-test の結果は証明書類になりません。ただし、JLPT

の N4 の代わりに、日本語基礎テスト（以下、JFT-Basic）の結果に基づく申請は可能です。 

ホームページで JFT-Basic の詳細をご確認ください。 

参考： 

【国際交流基金・日本国際教育支援協会】 

・日本語基礎テスト（JFT-Basic） 

（英語・ベトナム語・インドネシア語・モンゴル語・カンボジア語・ミャンマー語・ネパール語・タイ語） 

 https://www.jpf.go.jp/jft-basic/ 

・日本語能力試験（JLPT） 

 （英語・中国語） 

 https://www.jlpt.jp/ 

 

【出入国在留管理庁】 

・出入国在留管理庁 外国語ホームページ 

 （英語・中国語・韓国語・タガログ語・ベトナム語を含む 14 カ国語） 

 http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html 

・特定技能制度 試験関係 

 http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html#a1 

 

【厚生労働省】 

・介護分野における特定技能外国人の受入れについて 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html 

注意点： 

・介護分野の「特定技能」を取得するには、全分野共通の日本語試験に加えて、「介護日本語評価試験」に合格

する必要があります。 

https://www.jpf.go.jp/jft-basic/
https://www.jlpt.jp/
http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html
http://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri01_00135.html#a1
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html
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就労が認められる在留資格（活動制限あり） 

在留資格 該当例 

外交 外国政府の大使、公使等及び

その家族 

公用 外国政府等の公務に従事する

者及びその家族 

教授 大学教授等 

芸術 作曲家、画家、作家等 

宗教 外国の宗教団体から派遣され

る宣教師等 

報道 外国の報道機関の記者、 

カメラマン等 

高度専門職 ポイント制による高度人材 

経営・管理 企業等の経営者、管理者等 

法律・会計業務 弁護士、公認会計士等 

医療 医師、歯科医師、看護師等 

研究 政府関係機関や企業等の研究

者等 

教育 高等学校、中学校等の語学教

師等 

技術・人文知

識・国際業務 

機械工学等の技術者等、通

訳、デザイナー、語学講師等 

企業内転勤 外国の事務所からの転勤者 

介護 介護福祉士 

興行 俳優、歌手、プロスポーツ選

手等 

技能 外国料理の調理師、スポーツ

指導者等 

特定技能 特定産業分野の各業務従事者 

技能実習 技能実習生 

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし） 

在留資格 該当例 

永住者 永住許可を受ける者 

日本人の配偶

者等 

日本人の配偶者・実子・特別

養子 

永住者の配偶

者等 

永住者・特別永住者の配偶

者、我が国で出産した引き続

き在留している実子 

定住者 日系３世、外国人配偶者の連

れ子等 

就労の可否は指定される活動によるもの 

在留資格 該当例 

特定活動 外交官等の家事使用人、ワー

キングホリデー等 

就労が認められない在留資格（※） 

在留資格 該当例 

文化活動 日本文化の研究者等 

短期滞在 観光客、会議参加者等 

留学 大学、専門学校、日本語学校

等の学生 

研修 研修生 

家族滞在 就労資格等で在留する外国人

の配偶者、子 

在留資格一覧 

 

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内

で就労が可能 


