
第2回WEBセミナー
■学ぼう！外国人材の受入れについて シリーズ① (入門編)
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雇用情勢

有効求人倍率：1.20倍
前月比0.12ポイント減

※1974年以来の大きな下落幅

コロナ禍の影響による解雇、雇い止め

32,348人（見込みを含）

近畿の５月の求人倍率
大阪 １．３３（▲０．１５）

京都 １．２４（▲０．１２）

奈良 １．２４（▲０．０８）

兵庫 １．０５（▲０．０８）

和歌山 １．０２（▲０．１２）

滋 賀 ０．９３（▲０．１５）
近畿 １．２０（▲０．１３）

全国 １．３３（▲０．１２）

（注）季節調整値。（）は前月比。▲はマイナス

（日本経済新聞 2020/6/30）
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外国人を雇用する4つの理由

事業活動の
グローバル化

優秀な人材確保人材不足の解消

ダイバーシティ
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社会情勢
適材適所・人材活用:

国籍にこだわらない幅広い求人により、
必要な人材を募集。

マネジメントへの影響:

単なる人手不足の解消ではなく、外
国人を雇用する効果を確認。

対策の選択肢:

根本的な解決策としての唯一な施
策ではなく、解消に向けた選択肢の
増加につなげる。

〇 生産年齢人口の減少

〇 就業者数の減少

〇 少子高齢化

人材不足の解消
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社会情勢
採用範囲の拡大:

企業ならではの人材を確保することに
注視。

多文化共生:

異なった価値観や文化による、新た
な視点の投入。

職場環境の活性化:

斬新なアイデアの創出により、従業員
間の活性が見込める

〇 離職率 （１４．６％）

〇 中途採用の増加

〇 少子高齢化

優秀な人材確保
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とりまく状況
言語対応:

サービスの基本として、言語対応の標
準化。

価値観の多様化:

個人の価値観に対応する柔軟さが
求められる社会。

多様性の受容:

多文化共生の一端を担い、活力の
ある組織づくりとなる。

〇 性別・年齢等にかかわ
らず活躍できる社会

〇 ライフステージによる
働き方の変化

〇 制度変化への対応

ダイバーシティ
8 / 31



とりまく状況
海外展開:

スムーズな企業活動への足掛かり的
存在になる。

観光客への対応:

言語プラス文化的な側面への有効な
アプローチ。

チャンネル開拓:

輸出企業における現地との新規チャ
ンネルに直結。

〇 ICT技術の進歩

〇 内需の縮小

〇 グローバル化

事業活動の
グローバル化
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滋賀県内の就労状況

７年連続で増加傾向
過去最高の数字

全国の外国人労働者数：約１６６万人

滋賀県の割合：全国の約2％

※滋賀県労働局資料(令和2年)
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滋賀県の
外国人労働者の状況

県内：２０，０５８人が就労

雇用している事業所数：２，０７５

※滋賀県労働局資料(令和2年)
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受入の流れはパターンで考える

パターン②
日本に滞在している外国人

パターン①
海外から来日する外国人
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外国人受入の流れ
パターン①
海外から来日する外国人のケース

＜主な在留資格＞
技能実習
特定技能
技術・人文知識・国際業務

雇用契約の締結

在留資格認定証明書交付申請
（地方出入国在留管理局）

在外公館に査証申請
※在留資格認定証明書を提出する

査証発給

入 国
※入国審査後、在留カードが交付

在留資格認定証明書交付
※交付された証明書を海外の外国人に発送する

受入機関で就労を開始する
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労働条件通知書
＜ポイント＞

業務内容、給与、雇用予定期
間等の労働条件 を明示する。

労働条件通知書も雇用契約書も記載事項は同じ。

相違点・・・署名捺印の仕方

雇用契約書＝双方（企業と社員）
労働条件通知＝片方のみ（企業）

労働条件通知書

（厚生労働省ホームページ） 15 / 31



在留資格認定証明書
法務大臣があらかじめ在留資格の該当性を審
査し、条件に適合していることの証明書

目的：入国審査手続きの簡易迅速、効率化を図る

外国人が在外公館に提示

査証発給に係る審査は迅速に進む

※入国港での上陸審査も簡易迅速

審査期間・・・申請から交付までの期間は
１ヶ月～３ヶ月

在留資格認定証明書
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在留資格認定証明書が
不交付の場合

不交付の理由を尋ねる。

その理由に応じた立証資料などをそろえて、
再度、交付申請。

申請時にはコピーを取っておくと再検討し易い。

証明書の再発行は不可なので、
紛失した場合も再度、交付申請。

在留資格認定証明書

不 交 付
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在留資格認定証明書
新型コロナウィルス感染症の拡大予防措置
有効期限３ヶ月 ⇒ （特例）有効期限の延長

＜対象条件＞
2019年10月1日～2021年1月29日の期間に
作成されたもの

＜有効とみなす期間＞
入国制限措置が解除された日から６ヶ月、

又は、
2021年４月30日まで

＜注意点＞
在留資格認定証明書交付

入国許可

在留資格認定証明書

いずれか
早い日付
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外国人受入の流れ
パターン②
日本に滞在している外国人

＜主な在留資格＞
特定技能
技術・人文知識・国際業務

雇用契約の締結

在留資格変更許可申請
（地方出入国在留管理局）

在留資格変更許可
※地方出入国在留管理局から新しい在留カードが交付

受入機関で就労を開始する

留学生
（国内）

＜在留資格変更許可申請の審査期間＞
目安：２週間～１ヶ月

本人申請
が原則
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外国人受入の流れ
パターン②
日本に滞在している外国人

＜国内で既に就労している外国人の転職＞
転職先の業務内容が、現在と全く違う場合は、
「在留資格変更許可申請」が必要

転職先の業務内容が、現在の在留資格の範囲内で
あれば、「在留資格変更」は不要。
しかし、「就労資格証明書」を取得を推奨。

雇用契約の締結

在留資格変更許可申請
（地方出入国在留管理局）

在留資格変更許可
※地方出入国在留管理局から新しい在留カードが交付

受入機関で就労を開始する
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就労資格証明書
外国人の在留資格が、転職先の業種、業務内容に該
当しているかを判断することは難しい。

就労資格証明書によって該当性を確認することが可能

就労資格証明書の取得は必須ではない。

目的：外国人と雇用主の双方の利便性を図るもの

在留期間更新許可申請時の審査がスムーズ

審査期間：１ヶ月～３ヶ月（目安）

就労資格証明書
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在留資格とは

ビザ ＝ 査証

＜通称名＞
就労ビザ、永住ビザ ＝ 在留資格

＜制度上＞
在留資格別に、就労可 or 就労不可で
分けられている

＜ポイント＞
雇用する場合、外国人は就労可の在留
資格に該当することが必要。
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在留資格 該当例

永住者 永住許可を受けた者

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，我が国で出生し
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

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

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

※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。

身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

就労が認められない在留資格（※）

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

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・監理 企業等の経営者、管理者等

法律・会計事務 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（注１） 特定産業分野（注２）の各業務従事者

技能実習 技能実習生

（注１）平成３１年４月１日から
（注２）介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関係
産業，建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食料品製造業，
外食業
（平成３０年１２月２５日閣議決定）

就労が認められる在留資格（活動制限あり）
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Sheet1

						事業所数 ジギョウショ スウ		割合 ワリアイ

				建設業 ケンセツギョウ		138		6.7%

				製造業 セイゾウギョウ		872		42.0%

				情報通信業 ジョウホウ ツウシン ギョウ		16		0.8%

				運輸業・郵便業 ウンユギョウ ユウビン ギョウ		88		4.2%

				卸売業・小売業 オロシウリギョウ コウリギョウ		211		10.2%

				宿泊業・飲食サービス業 シュクハク ギョウ インショク ギョウ		172		8.3%

				医療・福祉 イリョウ フクシ		91		4.4%

				サービス業(他に分類されないもの) ギョウ ホカ ブンルイ		261		12.6%

				その他 タ		226		10.9%

						2075





建設業	製造業	情報通信業	運輸業・郵便業	卸売業・小売業	宿泊業・飲食サービス業	医療・福祉	サービス業(他に分類されないもの)	その他	138	872	16	88	211	172	91	261	226	
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2左

				在留資格 ザイリュウ シカク		該当例 ガイトウ レイ

				外交 ガイコウ		外国政府の大使，公使等及びその家族

				公用 コウヨウ		外国政府等の公務に従事する者及びその家族

				教授 キョウジュ		大学教授等 ダイガク キョウジュ トウ

				芸術 ゲイジュツ		作曲家、画家、作家等 サッキョクカ ガカ サッカ トウ

				宗教 シュウキョウ		外国の宗教団体から派遣される宣教師等 ガイコク シュウキョウ ダンタイ ハケン センキョウシ トウ

				報道 ホウドウ		外国の報道機関の記者、カメラマン等 ガイコク ホウドウ キカン キシャ トウ

				高度専門職 コウド センモン ショク		ポイント制による高度人材 セイ コウド ジンザイ

				経営・監理 ケイエイ カンリ		企業等の経営者、管理者等 キギョウ トウ ケイエイシャ カンリシャ トウ

				法律・会計事務 ホウリツ カイケイ ジム		弁護士、公認会計士等 ベンゴシ コウニン カイケイ シ トウ

				医療 イリョウ		医師、歯科医師、看護師等 イシ シカ イシ カンゴシ トウ

				研究 ケンキュウ		政府関係機関や企業等の研究者等 セイフ カンケイ キカン キギョウ トウ ケンキュウシャ トウ

				教育 キョウイク		高等学校、中学校等の語学教師等 コウトウ ガッコウ チュウガッコウ トウ ゴガク キョウシ トウ

				技術・人文科学・国際業務 ギジュツ ジンブン カガク コクサイ ギョウム		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 キギョウナイ テンキン		外国の事務所からの転勤者

				介護 カイゴ		介護福祉士

				興行 コウギョウ		俳優，歌手，プロスポーツ選手等

				技能 ギノウ		外国料理の調理師，スポーツ指導者等

				特定技能（注１）		特定産業分野（注２）の各業務従事者

				技能実習		技能実習生

				（注１）平成３１年４月１日から
（注２）介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関係
産業，建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食料品製造業，
外食業
（平成３０年１２月２５日閣議決定）























就労が認められる在留資格（活動制限あり）



2右

						在留資格 ザイリュウシカク		該当例 ガイトウ レイ

						永住者 エイジュウシャ		永住許可を受けた者 エイジュウ キョカ ウ モノ

						日本人の配偶者等 ニホンジン ハイグウシャ ナド		日本人の配偶者・実子・特別養子 ニホンジン ハイグウシャ ジッシ トクベツ ヨウシ

						永住者の配偶者等 エイジュウシャ ハイグウシャ ナド		永住者・特別永住者の配偶者，我が国で出生し
引き続き在留している実子

						定住者 テイジュウシャ		日系３世，外国人配偶者の連れ子等

						在留資格 ザイリュウシカク		該当例 ガイトウレイ

						特定活動 トクテイ カツドウ		外交官等の家事使用人，ワーキングホリデー等

						在留資格 ザイリュウ シカク		該当例 ガイトウ レイ

						文化活動 ブンカ カツドウ		日本文化の研究者等 ニホン ブンカ ケンキュウシャ トウ

						短期滞在 タンキ タイザイ		観光客、会議参加者等 カンコウキャク カイギ サンカシャ トウ

						留学 リュウガク		大学，専門学校，日本語学校等の学生

						研修 ケンシュウ		研修生

						家族滞在 カゾク タイザイ		就労資格等で在留する外国人の配偶者，子



						※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。 シカク ガイ カツドウ キョカ ウ バアイ イッテイ ハンイナイ シュウロウ ミト





身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

就労が認められない在留資格（※）

就労の可否は指定される活動によるもの
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				法律・会計事務 ホウリツ カイケイ ジム		弁護士、公認会計士等 ベンゴシ コウニン カイケイ シ トウ

				医療 イリョウ		医師、歯科医師、看護師等 イシ シカ イシ カンゴシ トウ

				研究 ケンキュウ		政府関係機関や企業等の研究者等 セイフ カンケイ キカン キギョウ トウ ケンキュウシャ トウ

				教育 キョウイク		高等学校、中学校等の語学教師等 コウトウ ガッコウ チュウガッコウ トウ ゴガク キョウシ トウ

				技術・人文知識・国際業務 ギジュツ ジンブン チシキ コクサイ ギョウム		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 キギョウナイ テンキン		外国の事務所からの転勤者

				介護 カイゴ		介護福祉士

				興行 コウギョウ		俳優，歌手，プロスポーツ選手等

				技能 ギノウ		外国料理の調理師，スポーツ指導者等

				特定技能（注１）		特定産業分野（注２）の各業務従事者

				技能実習		技能実習生

				（注１）平成３１年４月１日から
（注２）介護，ビルクリーニング，素形材産業，産業機械製造業，電気・電子情報関係
産業，建設，造船・舶用工業，自動車整備，航空，宿泊，農業，漁業，飲食料品製造業，
外食業
（平成３０年１２月２５日閣議決定）























就労が認められる在留資格（活動制限あり）



2右

						在留資格 ザイリュウシカク		該当例 ガイトウ レイ

						永住者 エイジュウシャ		永住許可を受けた者 エイジュウ キョカ ウ モノ

						日本人の配偶者等 ニホンジン ハイグウシャ ナド		日本人の配偶者・実子・特別養子 ニホンジン ハイグウシャ ジッシ トクベツ ヨウシ

						永住者の配偶者等 エイジュウシャ ハイグウシャ ナド		永住者・特別永住者の配偶者，我が国で出生し
引き続き在留している実子

						定住者 テイジュウシャ		日系３世，外国人配偶者の連れ子等

						在留資格 ザイリュウシカク		該当例 ガイトウレイ

						特定活動 トクテイ カツドウ		外交官等の家事使用人，ワーキングホリデー等

						在留資格 ザイリュウ シカク		該当例 ガイトウ レイ

						文化活動 ブンカ カツドウ		日本文化の研究者等 ニホン ブンカ ケンキュウシャ トウ

						短期滞在 タンキ タイザイ		観光客、会議参加者等 カンコウキャク カイギ サンカシャ トウ

						留学 リュウガク		大学，専門学校，日本語学校等の学生

						研修 ケンシュウ		研修生

						家族滞在 カゾク タイザイ		就労資格等で在留する外国人の配偶者，子



						※資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。 シカク ガイ カツドウ キョカ ウ バアイ イッテイ ハンイナイ シュウロウ ミト





身分・地位に基づく在留資格（活動制限なし）

就労が認められない在留資格（※）

就労の可否は指定される活動によるもの





トピック

外国人を雇用する理由

外国人雇用のしくみ

在留資格（全体）について

在留カードについて
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在留カード
日本に中長期滞在する外国人は所持している。

＜記載事項・表＞ ＜記載事項・裏＞
①氏名 ⑬住居地
②在留カード番号 ⑭資格外活動許可
③生年月日、性別 ⑮更新許可申請
④国籍
⑤住居地
⑥在留資格
⑦就労制限の有無
⑧在留期間（満了日）
⑨許可の種類
⑩許可年月日、交付年月日
⑪在留カードの有効期限
⑫顔写真

＜在留カードの対象外、不交付の例＞
○ 「外交」「公用」
○ ３月以下の在留期間（短期滞在など）
○ 旅券に後日交付の旨が記載されている場合

在留カード表・裏

①
②

③
⑤

④

⑥

⑩

⑦
⑧

⑨
⑫

⑬

⑭ ⑮

⑪
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外国人を雇用した際の手続き

外国人雇用状況の届出

事業所を管轄するハローワークに届出が必要

在留カードの番号の記載が必要（2020年３月～）

届出を怠ると罰則もある。

届出のタイミングは、雇い入れ時と離職時

外国人が雇用保険被保険者に該当しない場合は、
「雇用状況届出書」を提出
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外国人本人が行う届出

＜住居地を変更した場合＞
住居地を定めた日から１４日以内に届出が必要

届出先は住居地の市区町村の役所で在留カードを
提出して行う。

在留カード裏面の⑬に住居地などが記載される

＜住居地以外の変更＞
氏名、国籍などが変更が生じた場合は、地方出入
国在留管理局に届出が必要

在留カード表・裏

①
②

③
⑤

④

⑥

⑩

⑦
⑧

⑨
⑫

⑬

⑭ ⑮

⑪
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ご視聴
ありがとうございました

引き続き、WEBアンケートへのご協力をお願い致します。

ご質問等のある方は、マイクのミュートを解除してご発言下さい。
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お問い合わせ先
滋賀県外国人材受入サポートセンター
TEL：077-523-7660 (FAX：077-523-7666)
E-mail：support@shiga-gsc.com
http://shiga-gsc.com/

ご来場時はマスク
のご持参と

ご着用をお願い致
します。

当センターでは、専門知識を持つ相談員(行政書士)が
外国人材の受入れに関するご相談に無料で対応しております。

次回 WEBセミナーのお知らせ
【 学ぼう！ 外国人材の受入れについて シリーズ② 】

2020年8月28日(金) 14：00－15：00

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
わかりやすく解説します。
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END

31 / 31


	人的資源スライド 1
	人的資源スライド 2
	人的資源スライド 2
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 4
	人的資源スライド 3
	人的資源スライド 3
	人的資源スライド 3
	人的資源スライド 3
	人的資源スライド 4
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 2
	人的資源スライド 4
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 2
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	人的資源スライド 2
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 5
	人的資源スライド 10
	スライド番号 46
	スライド番号 47



