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4 第 5 告示外指定活動（難民認定申請
者用）

難民認定申請又は審査請求を（異議

難民認定申請（異議申立てを含む。以

難民認定申請（異議申立てを含む。以

難民認定申請（異議申立てを含む。以

申立てを含む。以下この項において同

下この項において同じ。
）を行っている

下この項において同じ。
）を行っている

下この項「第 2」において同じ。
）を行

じ。
）行っている者で， 在留資格変更許

者で，申請に係る活動が入管法別表第

者で，申請に係る活動が入管法別表第

っている者で，申請に係る活動が法別

可申請又は在留期間更新許可申請 （以

一（特定活動の在留資格については告

一（特定活動の在留資格については告

表第一（特定活動の在留資格について

下 「在留資格変更許可申誇等」とい

示をもって定める活動）又は同入管法

示をもって定める活動）又は入管法別

は告示をもって定める活動）又は第二

う。 ）申請に係る活動が法別表第一（特

別表第二（定住者の在留資格について

表第二（定住者の在留資格については

（定住者の在留資格については告示を

定活動の在留資格については告示をも

は告示をもって定める地位を有する者

告示をもって定める地位を有する者と

もって定める地位を有する者としての

って定める活動） 又は同第二（定住者

としての活動）に掲げる在留資格該当

しての活動）に掲げる在留資格該当性

活動）に掲げる在留資格該当性を有し

の在留資絡については告示をもって定

性を有していないもの。

を有していないもの。

ていないもの。

(1)

(1)

(1)1

める地位を有する者としての活動）に
掲げる在留資格該当性を有していない
もの。
(1)

条件

条件

条件

条件

以下を全て満たす場合

以下を全てすべて満たす場合

以下をすべて満たす場合

以下をすべて満たす場合

ア

ア

ア

ア(1)

在留資格変更許可申請等の申請

申請時に入管法別表第一若しく

申請時に入管法別表第一若しく

申請時に別表第一若しくは

時に法別表第一若しくは同第二に

は同入管法別表第二に掲げる在留

は入管法別表第二に掲げる在留資

別表第二に掲げる在留資格をもっ

掲げる在留資格をもって本邦に在

資格をもって本邦に在留，又は入管

格をもって本邦に在留，又は入管法

て本邦に在留，又は第 22 条の 2 第

留，又は第 22 条の 2 第 1 項の規定

法第 18 条の 2 第 1 項の許可若しく

第 18 条の 2 第 1 項の許可若しくは

1 項の規定により本邦に在留してい
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により 本邦に在留していること。

は入管法第 22 条の 2 第 1 項の規定

入管法第 22 条の 2 第 1 項の規定に

ること。ただし，後者の「第 22 条

ただし， 後者の「第 22 条の 2 第 1

により本邦に在留していること。た

より本邦に在留していること。ただ

の 2 第 1 項の規定により本邦に在

項の規定により本邦に在留してい

だし，後者の「入管法第 22 条の 2

し，後者の「入管法第 22 条の 2 第

留していること」に関し，以下のす

ること」に 関し，以下の全てに該当

第 1 項の規定により本邦に在留し

1 項の規定により本邦に在留してい

べてを満たす場合には，許可の対象

する場合には，許可の対象としない

ていること」に関し，以下の全てす

ること」に関し，以下のすべてに該

としないこととする。

こととする。

べてに該当する場合には，許可の対

当する場合には，許可の対象としな

象としないこととする。

いこととする。

（ア）出生した子（
「特定活動」の申

（ア）出生した子（
「特定活動」の申

（ア）出生した子（
「特定活動」の申

（ア）ア出生した子（「特定活動」の

請者）を監護する父母がいずれも，

請者）を監護する父母がいずれも，

請者）を監護する父母がいずれも，

申請者）を監護する父母がいずれ

法別表第一又は同表第二に掲げる

入管法別表第一若しくは同表入管

入管法別表第一若しくは入管法別

も，別表第一若しくは別表第三に掲

在留資格をもって本邦に在留して

法別表第二に掲げる在留資格をも

表第二に掲げる在留資格をもって

げる在留資格をもって本邦に在留

いない。

って本邦に在留していない。

本邦に在留していない。

していない。

（イ）出生した子（
「特定活動」の申

（イ）出生した子（
「特定活動」の申

（イ）出生した子（
「特定活動」の申

（イ）イ出生した子（「特定活動」の

請者）を監護する父母がいずれも，

請者）を監護する父母がいずれも，

請者）を監護する父母がいずれも，

申詰者）を監護する父母がいずれ

第 22 条の 2 第 1 項の規定により

入管法第 22 条の 2 第 1 項の規定に

入管法第 22 条の 2 第 1 項の規定に

も，第 22 条の 2 第 1 項の規定によ

本邦に在留していない。

より本邦に在留していない。

より本邦に在留していない。

り本邦に在留していない。

イ

我が国において難民認定申請を

イ

我が国において難民認定申請を

イ

我が国において難民認定申請を

イ(2)

我が国において難民認定申

行っており，かつ，難民認定申請に

行っており，かつ，難民認定申請に

行っており，かつ，難民認定申請に

請を行っており，かつ，難民認定申

係る処分又は決定の告知がなされ

係る処分又は決定の告知がなされ

係る処分又は決定の告知がなされ

請に係る処分又は決定の告知（本人

ていないこと。

ていないこと。

ていないこと。

への告知の有無にかかわらない）が

なお，難民認定申請を行っている者

なお，難民認定申請を行っている者

なされていないこと。なお，難民認

が，
「特定活動」への在留資格変更許

が，
「特定活動」への在留資格変更許

定申請を行っている者が，「特定活

可申請又は在留期間更新許可申請

可申請又は在留期間更新許可申請

動」への在留資格変更許可申請又は

を行い，難民の不認定又は却下・棄

を行い，難民の不認定又は却下・棄

在留期間更新許可申請を行い，難民

却の決定の告知の後，在留期間残存

却の決定の告知の後，在留期間残存

の不認定又は却下・棄却の決定の告

中に，難民認定申請の再申請を行っ

中に，難民認定申請の再申請を行っ

知の後，在留期間残存中に，難民認
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イウ

在留資格変更許可申請等に係

た場合にも，本要領に従って審査を

た場合にも，本要領に従って審査を

定申請の再申請を行った場合にも，

行い，適当な場合には，許可するこ

行い，適当な場合には，許可するこ

本要領に従って審査を行い，適当な

ととなる。

ととなる。

場合には，許可することとなる。

ウ

申請に係る活動が入管法別表第

ウ

申請に係る活動が入管法別表第

ウ(3)

申請に係る活動が別表第一

る活動が法別表第一 （特定活動の

一（特定活動の在留資格については

一（特定活動の在留資格については

（特定活動の在留資格については

在留資格については告示をもって

告示をもって定める活動）又は同入

告示をもって定める活動）又は入管

告示をもって定める活動）又は別表

定める活動）又は同第二（定住者の

管法別表第二（定住者の在留資格に

法別表第二（定住者の在留資格につ

第二（定住者の在留資格については

在留資格については告示をもって

ついては告示をもって定める地位

いては告示をもって定める地位を

告示をもって定める地位を有する

定める地位を有する者としての活

を有する者としての活動）に掲げる

有する者としての活動）に掲げる在

者としての活動）に掲げる在留資格

動）に掲げる在留資格に該当しない

在留資格に該当しないこと。

留資格に該当しないこと。

に該当しないこと。

こと。
ウ

以下のいずれかに該当すること

エ

初回の申請者であること，又は，

エ

初回の申請者であること，又は，

複数回にわたり申請を行っている

複数回にわたり申請を行っている

ものであっても以下のいずれにも

ものであっても以下のいずれにも

該当しないものであること。

該当しないものであること。
（ア）初回の難民認定申請の場合
難民認定申誇に係る処分の告
知（当該処分に対する審査請求
を行っている場合は，裁決の告
知）がなされておらず，かつ，
難民条約上の迫害事由に明ら
かに該当しない事情のみを主張
していないこと。
（イ）再度の難民認定申請の場合

（ア）難民条約上の迫害事由に明ら
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今次の難民認定申請に係る処

かに該当しない事情を繰り返し主

分の告知（当該処分に対する審

張して，再度申請を行っている者。

査請求を行っている場合は，裁

（イ）正当な理由なく迫害事由につ

決の告知）がなされておらず，

いて同様の内容を繰り返し主張し

かつ，難民条約上の難民である

て，今次申請を含めて 3 度以上の申

可能性が高いと思われる又は本

請を行っている者。

国情勢等により人道上の配慮を
要する可能性が高いと思われる
こと。
（ア）難民条約上の迫害事由に明ら
かに該当しない事情を繰り返し主
張して，再度申請を行っている者。
（イ）正当な理由なく迫害事由につ
いて同様の内容を繰り返し主張し
て，今次申請を含めて 3 度以上の申
請を行っている者。
(2)

指定する活動

ア

本邦において報酬を受ける活動

の指定を行わない場合

(2)

(2)

指定する活動

ア

本邦において報酬を受ける活動

ア

の指定を行わない場合

(2)2

指定する活動
本邦において報酬を受ける活動

の指定を行わない場合

指定する活動

ア(1)

本邦において報酬を受ける

活動の指定を行わない場合者

本邦に在留し難民認定申請又

本邦に在留し難民認定申請又

本邦に在留し難民認定申請又

「本邦に在留し 難民認定申請

は異議申立てを行っている者

は異議申立てを行っている者

は異議申立てを行っている者

又は異議申立てを行っている

が行う日常的な活動（収入を伴

が行う日常的な活動（収入を伴

が行う日常的な活動（収入を伴

者が行う日常的な活動（収入を

う事業を運営する活動又は報

う事業を運営する活動又は報

う事業を運営する活動又は報

伴う事業を運営する活動又は

酬を受ける活動を除く。
）

酬を受ける活動を除く。
）

酬を受ける活動を除く。
）

報酬を受ける活動を除く。）」

次のいずれかに該当する場合，報

難民認定申請を行った日（難民認

難民認定申請を行った日（難民認

難民認定申請を行った日（難民認
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酬を受ける活動の指定を行わない。

定申請の再申請中の者については，

定申請の再申請中の者については，

定申請の再申請中の者については，

（ア）難民認定申請を行った日（後記

最初に難民認定申請を行った日）か

最初に難民認定申請を行った日）か

最初に難民認定申請を行った日）か

（3）アのとおり，今次の難民認定

ら 6 月を超えていない者，又は当該

ら 6 月を超えていない者，又は当該

ら 6 月を超えていない者，又は当該

申請後の初回の在留資格変更許可

在留資格に係る在留期間更新許可

在留資格に係る在留期間更新許可

在留資格に係る在留期間更新許可

申請等に対して，振分けに必要な期

申請において報酬を受ける活動を

申請において報酬を受ける活動を

申請において報酬を受ける活動を

間として在留期間を決定した場合

行うことを希望しない者について

行うことを希望しない者について

行うことを希望しない者について

は，当該在留期間の満了日）
（難民認

は，指定する活動は，報酬を受ける

は，指定する活動は，報酬を受ける

は，指定する活動は，報酬を受ける

定申請の再申請中の者については，

活動を除くものとする。

活動を除くものとする。

活動を除くものとする。

最初に難民認定申請を行った日）か
ら 6 月を超えていない者，又は
（イ）当該在留資格に係る在留期間
変更更新許可申請等において報酬
を受ける活動を行うことを希望し
ない者については，指定する活動
は，報酬を受ける活動を除くものと
する。
（ウ）現に有する在留資格（「短期滞
在」及び別表第二の在留資格を除
く。）に該当する活動を行わなくな
った後（注）に難民認定申請を行っ
た者
（注）
「現に有する在留資格に該当
する活動を行わなくなった後」
と は，例えば，技能実習生が技
能 実習先 から 失隠し た後の ほ
か，技能実習計画を終了した後
も含む。
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（エ）出国準備のために在留を認め
られた期間（注）に難民認定申請を
行った者
（注）
「出国準備のために在留を認
められた期間」とは，出国準備
を理由として他の在留資格から
変更許可された「短期滞在」及
び出国準備のための活動が指定
された「特定活動」の在留資格
に係る在留期間を指す。
イ

本邦において報酬を受ける活動

の指定を行う場合

イ

本邦において報酬を受ける活動

イア

の指定を行う場合

本邦において報酬を受ける活

動の指定を行う場合

イ(2)

本邦において報酬を受ける

活動の指定を行う場合者

本邦に在留し難民認定申請又

本邦に在留し難民認定申請又

本邦に在留し難民認定申請又

本邦に在留し難民認定申請又

は異議申立てを行っている者

は異議申立てを行っている者

は異議申立てを行っている者

は異議申立てを行っている者

が行う，本邦の公私の機関に雇

が行う，本邦の公私の機関に雇

が行う，本邦の公私の機関に雇

が行う，本邦の公私の機関に雇

用されて行う報酬を受ける活

用されて行う報酬を受ける活

用されて行う報酬を受ける活

用されて行う報酬を受ける活

動（風俗営業等の規制及び業務

動（風俗営業等の規制及び業務

動（風俗営業等の規制及び業務

動（風俗営業等の規制及び業務

の適正化等に関する法律（昭和

の適正化等に関する法律（昭和

の適正化等に関する法律（昭和

の適正化等に関する法律（昭和

23 年法律第 122 号）第 2 条第

23 年法律第 122 号）第 2 条第

23 年法律第 122 号）第 2 条第

２３年法律第１２２号）第２条

1 項に規定する風俗営業若しく

1 項に規定する風俗営業若しく

1 項に規定する風俗営業若し

第１項に規定する風俗営業若

は同条第 6 項に規定する店舗

は同条第 6 項に規定する店舗

くは同条第 6 項に規定する店

しくは同条第６項に規定する

型性風俗特殊営業が営まれて

型性風俗特殊営業が営まれて

舗型性風俗特殊営業が営まれ

店舗型性風俗特殊営業が営ま

いる営業所において行う報酬

いる営業所において行う報酬

ている営業所において行う報

れている営業所において行う

を受ける活動又は同条第 7 項

を受ける活動又は同条第 7 項

酬を受ける活動又は同条第 7

報酬を受ける活動又は同条第

に規定する無店舗型性風俗特

に規定する無店舗型性風俗特

項に規定する無店舗型性風俗

７項に規定する無店舗型性風

殊営業，同条第 8 項に規定する

殊営業，同条第 8 項に規定する

特殊営業，同条第 8 項に規定す

俗特殊営業，同条第８項に規定

映像送信型性風俗特殊営業，同

映像送信型性風俗特殊営業，同

る映像送信型性風俗特殊営業，

する映像送信型性風俗特殊営
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条第 9 項に規定する店舗型電

条第 9 項に規定する店舗型電

同条第 9 項に規定する店舗型

業，同条第９項に規定する店舗

話異性紹介営業若しくは同条

話異性紹介営業若しくは同条

電話異性紹介営業若しくは同

型電話異性紹介営業若しくは

第 10 項に規定する無店舗型電

第 10 項に規定する無店舗型電

条第 10 項に規定する無店舗型

同条第１０項に規定する無店

話異性紹介営業に従事して行

話異性紹介営業に従事して行

電話異性紹介営業に従事して

舗型電話異性紹介営業に従事

う報酬を受ける活動を除く。）

う報酬を受ける活動を除く。）

行う報酬を受ける活動を除

して行う報酬を受ける活動を

く。
）

除く。）

以下のいずれも満たす場合は，指

以下のいずれも満たす場合は，指

以下のいずれも満たす場合は，指

以下のいずれも満たす場合は，

定する活動は報酬を受ける活動と

定する活動は報酬を受ける活動と

定する活動は報酬を受ける活動と

指定する活動は活動を，本邦にお

する。ただし，上記ア（ウ）又は（エ）

する。ただし，正当な理由なく迫害

する。

いて報酬を受ける活動とする，こ

に該当する者については，正当な理

事由について同様の主張を繰り返

とができる。なお，必要な場合に

由なく迫害事由について同様の主

す再申請者に対しては，報酬を受け

は，参考様式「陳述書（特定活動

張を繰り返す再申請者に対しては，

る活動の指定は行わない。

（難民認定申請）
」を使用して，報

報酬を受ける活動の指定は行わな

酬を受ける活動を許可する要件を

い。

満たしているかを確認する。

（ア）報酬を受ける活動を行うこと
を希望していること。
（イ）難民認定申請を行った日（後記

（ア）報酬を受ける活動を行うこと

（ア）報酬を受ける活動を行うこと

を希望していること。

を希望していること。

（イ）在留期間満了日（入管法第 18

（ア）ア報酬を受ける活動を行うこ
とを希望していること。

（イ）在留期間満了日（入管法第 18

（イ）イ在留期間満了日が，難民認定

（3）アのとおり，今次の難民認定

条の 2 第 1 項の上陸期間の満了日）

条の 2 第 1 項の上陸期間の満了日）

申請を行った日（審査中の申請に限

申請後の初回の在留資格変更許可

が、難民認定申請を行った日（審査

が、難民認定申請を行った日（審査

る。難民認定申請の再申請中の者に

申請等に対して，振分けに必要な期

中の申請に限る。難民認定申請の再

中の申請に限る。難民認定申請の再

ついては，最初に難民認定申請再申

間として在留期間を決定した場合

申請中の者については，最初に難民

申請中の者については，最初に難民

請を行った日）から 6 月を超えてお

は，当該在留期間の満了日審査中の

認定申請を行った日）から 6 月を超

認定申請を行った日）から 6 月を超

り，難民認定申請に係る処分又は異

申請に限る。難民認定申請の再申請

えており，難民認定申請に係る処分

えているおり，難民認定申請に係る

議申立てに係る決定がなされてい

中の者については，最初に難民認定

又は異議申立てに係る決定がなさ

処分又は異議申立てに係る決定が

ない在留期間満了日までに処分又
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資料４ 難民認定申請中の特定活動
申請を行った日）から 6 月を超えて

れていないこといる。

なされていない。
。

は決定が行われる見込みがない。

いることおり，難民認定申請に係る
処分又は異議申立てに係る決定が
なされていないこと。
（注）難民条約上の難民である可能
性が高いと思われる者又は本国情
勢等により人道上の配慮を要する
可能性が高いと思われる者につい
ては，6 月を超えていなくても報酬
を受ける活動を許可する。
（ウ）本邦において利用可能な自己

（ウ）本邦において利用可能な自己

資産額に鑑みて，生計を立てること

資産額に鑑みて，生計を立てること

ウ

申請における供述等がある場合に

以下をすべて満たし，難民認定

が困難であり（家族がいる場合には

が困難であり（家族がいる場合には

は，その供述等と齪酪がない（申請

家族の資産額，家族の生活支援，扶

家族の資産額，家族の生活支援，扶

人からの情報を，申請人の難民認定

養人数を考慮）
，かつ，本邦又は海外

養人数を考慮）
，かつ，本邦又は海外

申請を担当する難民調査官等に提

の申請人の親類，友人，組織，身元

の申請人の親類，友人，組織，身元

供し，確認を求める｡)。

保証人等から生活支援を受けるこ

保証人等から生活支援を受けるこ

とができないこと。

とができないこと。

（ア）本邦において利用可能な自己
資産額にかんがみて，生計を立てる

（注）本邦において生討を立てるこ

ことが困難である（家族がいる場合

とができる月額については，一律に

には家族の資産額，家族への生活支

金額に基準を設けることは困難で

援，扶護人数を考慮)。

あるが，申請者の居住地における世

（イ）本邦又は海外の申請人の親類，

帯の生活保護給付額（生活扶助，住

友人，組織，身元保証人等から生活

宅扶助及び教育扶助の合計額）を一

支援を受けることができない。

応の目安とする。

「本邦に在留し難民認定申請又は異
議申立てを行っている者が行う，本
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資料４ 難民認定申請中の特定活動
邦の公私の機関に雇用されて行う
報酬を受ける活動（風俗営業等の規
制及び業務の適正化等に関する 法
律（昭和２３年法律第１２２号）第
２条第１項に規定する風俗営業若
しくは同条第６項に 規定する店舗
型性風俗特殊営業が営まれている
営業所において行う報酬を受ける
活動又 は同条第７項に規定する無
店舗型性風俗特殊営業，同条第８項
に規定する映像送信型性風俗特殊
営業，同条第９項に規定する店舗型
電話異性紹介営業若しくは同条第
１０項に規 定する無店舗型電話異
性紹介営業に従事して行う報酬を
受ける活動を除く｡)」
(3)

報酬を受ける活動を行うことを希

望する者に対し，必要な場合には，参考
様式「陳述書（特定活動用)」を使用し
て，報酬を受ける活動を許可する要件
を満たしているかを確認する。
(3)

在留期間

上記(2)ア又はイのいずれの場合も
「6 月」とする。
ア

振分けに必要な期間としての在

留期間を決定する場合

(3)

(3)

在留期間

上記(2)ア又はイのいずれの場合も

(3)3

在留期間
上記(2)ア又はイのいずれの場合

「6 月」とする。ただし，異議申立てに

も「６月」とする。

在留期間
上記(2)ア又はイのいずれの場合

も「6 月」とするいわゆる一次審査

係る決定の告知が早期に行われること

中は３月。異議申立て後，最初の１

が見込まれる等，難民認定申請に係る

回は３月，それ以降は１月。

手続の状況を勘案する必要があるとき
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資料４ 難民認定申請中の特定活動
難民認定事務取扱要領第 3 章第 1
節第 4 に定める振分けに必要な期

は，6 月を超えない範囲内で決定するこ
とができる。

間としての在留期間を要する場合
は，今次の難民認定申請後の初回の
在留資格変更許可申請等に対して
は，難民認定申請の状況等に応じ，
2 月を超えない範囲内で決定する。
イ 振分けが終了した後の在留期間
を決定する場合
原則として，上記（2）アのとき
は「3 月」
，上記（2）イのときは「6
月」とするが，上記（2）イ（イ）を
満たすものの，上記（2）イ（ア）又
は（ウ）のいずれかを満たさないこ
とを理由として報酬を受ける活動
を指定しないときは「6 月」とする。
ただし，難民認定申請に係る処分
の告知又は審査請求異議申立てに
係る裁決決定の告知が早期に行わ
れることが見込まれるなど等，難民
認定申請に係る手続の状況を勘案
する必要があるときは，6 月を超え
ない範囲内で決定することができ
る。
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