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グローバルモビリティ～イミグレーション～  
新型コロナウイルス感染症対応による外国人従業員管理への影響 
2020 年 4 月号 

要旨 

私たちは今、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受けた対応策をあらゆるレベルで求められていま

す。状況は時々刻々と変化し、様々な法改正や立法対応、運用変更が行われています。特に、外国人従業員の管理

において人事管理上求められる対応については情報が錯綜し、混乱を極めています。感染拡大が継続すれば更なる

混乱が見込まれますが、本稿では、そうした混乱に対応できるよう COVID-19 対策の影響を受けた人事管理業務の

「視点」に焦点を当てて論じたいと思います。 

また後段では、COVID-19 の対応に追われて見落としがちとなってしまうその他の重要な外国人従業員管理に関す

る法改正についてもまとめています。 

なお、今回の記事は、執筆時点（2020 年 4 月 1 日）での最新情報に基づき、記載しています。今後の状況によって

は以下記載の日本への入国者に対する COVID-19 関連の制限内容に変更がでてくる可能性がございます点、ご留

意ください。 
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1. 外国人従業員管理に対する新型コロナウイルスの影響について 

COVID-19 の急速な拡大を受け、各国が自国民を守るために入国制限を次々と発表する中、日本でも 2020 年 1 月

末以降、国をまたいで移動する従業員に対して種々の制限が課されるようになっています。このような制限について

「誰が」「誰に対して」制限を課しているかを整理することが重要です。 

日本へ入国する従業員に関しては、以下の 4 パターンの制限が課されています。 

(1) 「法務省（出入国在留管理庁）」による「外国人に対する」審査の保留等 
(2) 「外務省」による「外国人に対する」査証制限措置（査証の効力停止等） 
(3) 「厚生労働省」による「入国者（日本人を含む）に対する」検疫 
(4) 「法務省」による「外国人に対する」上陸拒否 

（なお、具体的な対象国などは、必要に応じて首相官邸、法務省、および厚労省のウェブサイトをご参照ください。） 

日本で勤務する外国人を海外で採用する場合、前述のすべての制限について考慮する必要があります。採用時の

入国手続きは 4 ステップに分かれます。 

(ア) 在留資格認定書交付申請（COE 申請） 
(イ) 現地大使館での査証申請、そして、 
(ウ) 入国時の検疫 
(エ) 入国時の上陸許可 

(ア)  COE 申請について 

COE 申請については、上陸が拒否されている国籍国の申請人について審査が保留されています。したがって、確か

に、手続きとしては、COE 申請から始まりますが、考慮すべきなのは申請人が上陸拒否の対象となっているかどうか

です。この点、保留措置がいつ解除されるかは不明です。 

また現在、COE の有効期限は発行から 6 カ月になっています。 

(イ)    査証申請について 

COE が無事に発行された場合、査証申請を行う在外公館のウェブサイトや直接電話にて審査状況について確認を

することが重要です。 

現在、査証は、仮に発給されたとしても今後の情勢変動によって効力が停止されて足止めを余儀なくされる可能性を

否定できないばかりか、在外公館によってはそもそも査証を発給しない、査証発給審査を受付けても審査を保留する

等の扱いを受けることがあります。 

(ウ) 検疫対応について 

検疫対象は、日本人を含めた入国者を対象に行われます。外国人について言えば、外務省による査証制限措置の

対象と厚生労働省による検疫強化の対象は基本的に一致しています。COE の交付及び査証の発給を経て上陸許

可されたとしても、検疫強化の対象に該当する場合、14 日間検疫所長の指定した場所での自主待機を要請されま

す。公共交通機関の利用も避けるよう要請されています。このため、実際の入国予定日を早める必要があり、かつ公

共交通機関を利用せずに宿泊先に移動できるよう移動手段の手配も必要になります。 

（エ） 上陸許可について 

（ア）で述べたように、上陸拒否の対象である場合は、第一段階の COE 申請で保留措置を受けます。よって、入国時

の上陸許可時に突然問題になるというケースはまれでしょう。 

では、海外からではなく、既に日本にいる留学生や外国人を採用した場合はどうでしょうか。更新・変更といったいわ

ゆる在留手続きには、特段新しい制限はかかっていません。したがって、日本にいながら在留資格を変更すること自

体は通常どおりです。ただし、たとえば申請中に帰国のために出国をしてしまい、その後その国が上陸拒否の対象に

なってしまったなどといった場合は、再入国はできません。上陸拒否の対象がどんどん拡大する現在の情勢を鑑み

れば、一度帰国するのならば、しばらく戻れなくなる事態を想定するべきでしょう。これは、既存の外国人従業員につ

いても当てはまります。日本に居続けることはできますが、一度出国してしまうと戻れなくなるリスクを抱えることにな

ります。 

2. その他の外国人従業員に関連する法改正 

(1) 入国前結核スクリーニング（令和 2 年 7 月施行予定） 

海外生まれの患者数が増加傾向にあることから、罹患率の高い 6 カ国（フィリピン、中国、ベトナム、ネパール、インド

ネシア、ミャンマー）の国籍を有する者をスクリーニングの対象にするものです。具体的には、在留資格認定証明書交
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付申請の際に、指定医療機関が発行する結核非発病証明書の提出を求めるとされています。海外採用が決定され

てから、上記 6 カ国の国籍者についてはまずは指定医療機関に診察してもらう必要があり、今までのスケジュールに

工数が追加されると見込まれています。 

(2) インターンシップのガイドラインの策定（4 月 11 日までパブリックコメント募集中） 

特定活動告示 9 号に基づき行われるインターンシップの適正な制度利用を促進するため、制度趣旨や活動内容等を

明らかにするものです。実施体制、契約、受入れ人数などに制限を加える内容となっています。実施体制については

インターンシップ責任者の選任や、受入れ機関の法令順守を求めることとなっています。また、「大学と本邦の公私の

機関との契約」に含まれるべき事項については、取得単位数、実施期間、報酬に係る事項、インターンシップ実施状

況に関する大学への報告など、細かい事項まで規定するように求めることとなります。最後に、受入れ人数の目安が

示されており、これが原則的な上限として運用される可能性があります。 

(3) ワーキングホリデーの追加 

3 月 5 日チェコ、スウェーデンが追加され、3 月 11 日エストニア、リトアニアが追加になりました。 

(4) 「家族滞在」から「定住者」及び「特定活動」への変更の要件緩和 

以前より、父母に同伴して「家族滞在」で入国し、高等学校を卒業後に日本での就労を希望する場合は、一定の要件

を満たせば「定住者」あるいは「特定活動」への変更が可能でした。「定住者」への変更のためには、少なくとも小学校

４年生の概ね 1 年間を在学し、その後引続き在学していることが求められていましたが、今般の改正で小学校を卒業

し、その後引続き在学して高校を卒業見込みであればよいことになりました。 

また、従前は、在留資格「特定活動」への変更の取扱いを受けるためには、少なくとも中学校 3 年生の概ね 1 年間を

在学し、中学校及び高等学校を卒業すること及び扶養者である父又は母との同居が求められていました。今回の改

正で、高校のみ卒業といった場合においても、日本語能力試験 N2 程度の日本語能力を有していることや、扶養者

が身元保証人として在留することなどを満たせば在留資格「特定活動」への変更が認められることになりました。 

終わりに 

本稿の前段では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う新たな規制と対応について論じ、後段で

はそれと別個の近年の法改正について紹介しました。急激に変化する状況には、常に最善手を模索する必要があり

ます。本稿が一助になれば幸いです。 
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