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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

 

外国人雇用に関する制度変更：労働移住大臣規程 2015 年第 16 号 

(1) 背景 

インドネシアの労働省はインドネシアの外国人雇用のための一般的な手続・要求事項に関して新しく外国人

利用手順に関する労働移住大臣規程 2015 年第 16 号を発行した。これにより旧 2013 年第 12 号は廃止され

る。新しい規定では旧規程で定められていなかった雇用許可（work permit)を必要とする活動範囲の詳細なリ

ストを定めている。さらに、外国人 1 人に対するインドネシア人の雇用義務についても正式に労働省により規

定されている。  

(2) 変更内容  

変更概要は次のとおりである。  

NO 内容 2013 年第 12 号 2015 年第 16 号 
1. 外国人労働者に対するイ

ンドネシア人労働者の比

率 

労働省では特に規定され

ていない 
外国人労働者1人につき最低でも10人の

インドネシア人労働者を雇用しなければな

らない。 

上記要求事項は以下の職務や状況では

適用されない。 

 取締役、コミサリス
1 

 緊急かつ差し迫った業務 

 一時的業務に従事する外国人 
労働者 

                                                   
1 コミサリスとは、会社の経営を監督し取締役会に対して助言を行う機関であるコミサリス会の構成員であり、日本の監査

役に類似した性格を有する。 

http://www2.deloitte.com/jp/en/pages/tax/articles/it/ges-newsflash-indonesia-june2015.html
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NO 内容 2013 年第 12 号 2015 年第 16 号 
   補足： 

緊急かつ差し迫った業務とは早急な対応

を必要とし、すぐに対処しないと会社およ

び／または一般社会に致命的な損失を及

ぼし得る業務のことである。 

2. 一時的業務のための外国

人労働者利用計画（以下

「RPTKA」） 

一時的業務のための

RPTKA は次のいずれか

の業務目的で与えられ

る。 

 一度で完了する業

務 

 機械・電気の据付、

アフターセールス

サービス、または事

業調査中の製品に

関連する業務 

一時的業務のための RPTKA は次のいず

れかの業務目的で与えられる。 

 工業品の品質とデザインの向上に向

けた産業技術の適用とイノベーショ

ンのための育成、指導、訓練の実施

やインドネシア向けの海外販売協力 

 商業目的の映画製作で、権限を有

する機関からの許可を取得したもの 

 講演 

 インドネシアにある拠点／支店との

会議への参加 

 インドネシアにある拠点の監査や調

査 

 試用期間中の外国人労働者 

 一度で完了する業務 

 機械・電気の据付、アフターセール

スサービス、または事業調査中の製

品に関連する業務 

3. 外国人労働者の資格およ

び要件  
 役職に応じた学歴

を有していること 

 役職に応じた資格

や 5 年以上の職歴

を有していること 

 インドネシア人に対

し専門性を移転す

る旨の表明書を作

成すること  

 インドネシア語でコ

ミュニケーションが

可能であること 

 役職に応じた学歴を有していること 

 役職に応じた資格や 5 年以上の職

歴を有していること  

 インドネシア人に対し専門性を移転

する旨の表明書を作成すること。教

育研修の実施報告書も必要である 

 インドネシアに 6 カ月以上勤務する

外国人労働者は納税者番号を有し

ていること 

 インドネシアにある保険会社の保険

証書 

 6 カ月を超えて勤務する外国人労働

者については国家社会保障（BPJS)
へ加入すること 
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NO 内容 2013 年第 12 号 2015 年第 16 号 
4. 非居住取締役およびコミ

サリスの雇用許可（以下

「IMTA」）  

規定されていない  インドネシア非居住の取締役および

／またはコミサリスは IMTAの申請を

しなければならない 

 取締役、コミサリス、または経営者は

最長 2年間の IMTAが供与され更新

可能である  

5. 一時的業務または緊急か

つ差し迫った業務に対す

る外国人労働者の IMTA 

規定されていない 会社はまず一時的業務または緊急かつ差

し迫った業務に関する RPTKA の承認を

取得してから該当する IMTA の申請手続

に進まなければならない。 

 
この規定では移行期間について定められていないため、2015 年 6 月 29 日の発効日より適用されていること

となる。しかしながら、労働省が各労働者への周知活動を実施してから導入されるという非公式な情報もあ

る。    

(3) デロイトのコメント 

この新しい規定により、外国人労働者とインドネシア人労働者の 1：10 の比率があまり多くの従業員を有して

いない（10 人未満）すべての産業および事業分野の会社・駐在員事務所に適用されるのかどうかは定かでは

ない。  

また、非居住の取締役やコミサリスのメンバーがインドネシアにおいて納税者番号を取得し所得税の対象とな

るかどうかについても明らかではない。  

各社ともこの規定の解釈について、労働省からの周知活動を待っているところである。 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/ao 
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