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本報告書の利用についての注意・免責事項 

本報告書は、日本貿易振興機構（ジェトロ）シンガポール事務所が現地法務事務所Rajah
＆Tann]に作成委託し、2012年7月現在入手している情報に基づくものであり、その後の法
律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは筆者およびジ
ェトロの判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証する
ものではありませんこと予めお断りします。 

ジェトロは、本報告書の記載内容に関して生じた直接的、間接的、派生的、特別の、付
随的、あるいは懲罰的損害および利益の喪失については、それが契約、不法行為、無過失
責任、あるいはその他の原因に基づき生じたか否かにかかわらず、一切の責任を負いませ
ん。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。 

本報告書にかかる問い合わせ先： 
独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ） 
進出企業支援・知的財産部 進出企業支援課 
〒107-6006 
東京都港区赤坂1-12-32 
Tel:03-3582-5017 
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＜シンガポール労務情報＞ 

労務アップデートレポート（2012 年 7 月） 

 
 

 

１．はじめに 

シンガポールにおける外国人労働者は、日本と同様に国内人口の少子高齢化
という面から、これまでシンガポールの不可欠な要素とされその発展を支えて

きた。この背景には生産規模の拡大を目指し、海外からの労働者流入に依存し
てきたシンガポール政府の経済成長政策があったことも挙げられよう。

Ministry of Manpower （シンガポール労働省）（以下、「MOM」という）提供
の外国人労働者数の統計資料によれば、その数は 2007 年から 2011 年にかけて、

2009 年に一度落ち込みを示したものの、増加傾向を示している1。（表１.） 

 

 

しかし、2009 年末にシンガポールのリー・シェンロン首相は、今後の経済戦

略においては、国内労働力の規模の拡大ではなく、生産性の向上に焦点を絞る
という政策を打ち出し、外国人労働者の流入を減少させるという公約を発表し

た。 2010 年初頭には、それに軌を一にしたようにリー・クアンユー顧問相は
今後5年間をかけて外国人労働者の必要性を抑制していく意向を表明し、以降、

今日に至るまで政府は労働許可証発給をめぐる大小様々な動きを見せている。
(付録１.) そして、2012 年 2 月に発表された政府予算スピーチ（Budget Speech）

においても、外国人労働者流入の減少を図る為、今後も更なる具体的な外国人
労働者規制政策を引続き行っていくと発表した。これを受けて MOM は、具体

的な労働許可証発給枠の縮小、および頭数当たりの徴収税額引上げ2といった内
容の改正を行っている3。 

 

                                                   
1景気後退(recession)が原因とされている 
2S Pass と Work Permit の保持者に対して、雇用者が支払う人頭税。 
3 2012年 7月 1日以降適用 
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(表１．シンガポールにおける労働人口の推移 – Manpower Statistics , MOM) 

 
このような改正は、外国人労働者に依存している企業はもとより外国人労働

者の雇用を念頭に置いている新規進出企業にとっても、政策と労働現場のニー
ズの狭間で難しい選択を迫られることになる。また、一口に労働許可証と言っ

ても、複数の種類が存在し発給対象者もそれぞれ異なっていることから、各企
業が求める外国人労働者の確保に今後如何なる影響を及ぼすのかが注目される

ところである。 

 

本資料は、現状の把握と情報を取りまとめることを目的とし、主に日系企業
が外国人労働者を雇用する場合に直面するであろう労働許可証の取得申請実務

に焦点をあて、種類・対象者・取得条件などを交え、2012 年 7 月時点における
情報を基に作成した4。 

 

 

２．労働許可証の取得 

 

 労働許可証とは「Work Pass」と称され、その発給を一括管理している省庁は
MOM である。 また、発給対象者によって一定の基準が設けられており、複数

の種類やカテゴリに分かれている5。 

 

 シンガポール外国人雇用法（Employment of Foreign Manpower Act CHA. 
９１A）（以下「外国人雇用法」という）において、外国人6を雇用する場合は有

効な労働許可証を取得する必要があると定めている（第５（１）条）。 

                                                   
4  Foreign Domestic Worker（メイド）等は除く 
5 「3.労働許可証の種類とその対象者」を参照 
6  シンガポール永住権保持者を除く 
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(1)  No person shall employ a foreign employee unless the foreign 

employee has a valid work pass.  
 

 また、「雇用」の定義は広範で、対価の支払いを伴わない労務も含む（第２
条）。 

 
―employ‖ means to engage or use the service of any person for the 

purpose —  

(a) of any work; or 

(b)  of providing any training for that person, whether under a 

contract of service or otherwise, and with or without salary; 

 
 

 
 

労働許可証や、その他の滞在許可証を取得していない者がパスポートを用いて
シンガポールに入国する場合、一部の国籍の者を除き、入国時にはシンガポー

ル入国管理局（Immigration &Checkpoints Authority （以下、「ICA」という)

から、Short Term Visit Pass と呼ばれる短期滞在許可証が付与される7。この短

期滞在許可は、主として観光目的で入国する外国人に対して付与される滞在許
可であり、短期滞在許可証保持者が労働することは認められていない。 

また、長期滞在者ビザ（Long Term Visit Pass）保持者の労働は、いかなる場
合も認められていない。 さらに、学生ビザ（Student Visa）保持者の労働に

ついては、対象となる学生が通っている学校指定や履修形態、更に雇用形態や
期間などを限定し認められている。 しかし、この条件に満たない学生ビザ保

持者の労働は、別途有効な労働許可証を取得しない限り認められていない。 従
って、例えば学生の休暇期間中にアルバイトという感覚で雇用する際でも、雇

用可能者か否かの確認が必須となる。 

 

一方、外国人雇用法第４条 4 は、労働許可証取得を必要としない例外を認めて
おり、一定の活動について労働許可証を取得せずに行うことが認められている。 

例外とされる活動は、Work Pass Exempt Activities と称され、シンガポール国
内において①60 日を超えない期間、②以下に定める活動を行う場合に限定し、

シンガポール入国後、当該活動の開始前に、③MOM に対し所定の通知を行った
ときは、労働許可証を取得する義務が免除されている。 

 

 

 
 

 
 

                                                   
7 インド等、入国前の滞在許可書取得が義務付けられている国籍の者を除く。 
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Work Pass Exempt Activities（WPEA） 

(a) 公共施設で催される音楽やダンスなどのパフォーマンス関連 
(b) 政府や公共機関が後援しているジャーナリズム関連 

(c) 政府や公共機関が後援しているスポーツ競技イベント、トレーニ
ング関連 

(d) 展示会開催関連 
(e) 撮影やファッションショー開催関連 

(f) セミナーや会議開催関連 専門知識・特殊専門技術の提供  
(g) 仲裁・調停  

(h) 視察  
(i) 旅行ツアー補助関連 

 
③の MOM に対する通知方法とは、上記活動を行う本人がシンガポール入国後

にオンライン上で行う作業となり、パスポート番号や入国カード番号、短期滞
在許可書有効期限などの個人情報に加え、活動内容、活動期間などの情報を通

知する必要がある。 しかしながら、業種や活動内容によっては対象外とされ
ている場合もあり、WEPA に該当するか否かにおける判断については注意を払

い、常に最新の情報を MOM から入手して確認する必要がある。 
 

 
３．労働許可証の種類とその対象者 （付録２～４参照） 
 

労働許可証には大きく分けて 9 つの種類に分類されているが、対象者の給与所

得や学歴、従事する労働の種類によっても更に複数のカテゴリに分かれている。
（表２.） 

 

（表２．労働許可証の種類と対象者– MOM 提供情報） 

労働許可証の種類 対象者 

①Employment Pass (EP) 

(a) Employment Pass P1 

管理職、エグゼクティブ職、専門職従事者 
月額固定給与額が S$8,000 以上の者で、MOM

が労働許可書発給可能とみなす学歴基準を満
たす者 

(b) Employment Pass P2 

管理職、エグゼクティブ職、専門職従事者 
月額固定給与額が S$4,500 以上の者で、MOM

が労働許可書発給可能とみなす学歴基準を満
たす者 

(c) Employment Pass Q1 

1. 若年層：教育基準が高いとされる学校を卒
業し、月額固定給与額が S$3,000 以上の者 

2. 経験層：経験と期待される技能のバランス
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が取れている者で、月額固定給与額は若年
層よりも高額であること 

(d) 

Training Employment 

Pass 

（Max3 ヶ月有効） 

 

1. 外国の大学生：労働経験が卒業要件に含ま
れる場合 

2. 外国の大学卒業生：月額固定給与額が
S$3,000 以上の者 

3. 関連会社間のトレーニング：月額固定給与
額が S$3,000 以上の者 

②Personalised Employment 

Pass   (PEP) 

1. 既存の EP-P1 保持者 
2. 既存 EP-P2保持者：2年以上 EP-P2 を保持

しており、前年度の年間総所得が S$34,000

以上であること 

3. 既存 EP-Q1 保持者：5 年以上 EP-Q1 を保
持しており、前年度の年間総所得が

S$34,000 以上であること 
4. シンガポールの高等教育機関で教育を受け

た既存 EP保持者：2 年以上 EP（どのカテ
ゴリでも可）を保持しており、前年度の年

間総所得が S$34,000 以上であること 
5. 現在は外国に居住し過去 EP - P1 を保持し

ていた者 
6. 現在は外国に居住し月額固定給与額が

S$8,000 以上である専門職従事者 

③S Pass 

月額固定給与額が S$2,000 以上で数年の経験

があり、大学・短大、高校・技術専門学校な
どを卒業している中間レベルの技術を持つ労

働者 
（発給数の制限あり） 

④Training Work Permit 

1. 技術を持たない労働者：基本給 S$2,800 以
下で、トレーニング目的の者 

2. 学生：シンガポール国内の私立教育機関に
在学中で、労働経験が卒業要件に含まれる

場合 

⑤Work Permit 

(a) Work Permit 

一定業種に従事する労働者 

（取得可能な者の国籍限定あり）（発給枠の
制限あり） 

(b) 
Work Permit  

(Performing Artiste) 

ホテル、レストラン、バー、ナイトクラブ等
で演奏を行うアーティスト（本資料では詳細

には触れない） 
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(c) 

Work Permit  

(Foreign Domestic 

Worker) 

家事労働者（本資料では詳細には触れない） 

(d) 
Work Permit  

(Confinement Nanny) 

産褥期間の補助者（本資料では詳細には触れ

ない） 

⑥Letter of Consent（LOC） Dependant Pass（DP）保持者 

⑦Entre Pass 

シンガポール内で会社経営やビジネスと行う
起業家で、下記の条件を満たす者（ただし、

対象外とされる業種指定あり） 
 Private Limited Company（私的有限会社）

を過去 6ヶ月を超えない以前に設立してい
る 

 その会社の30％以上の株式を保有している 
 その会社の払込済資本金額が S$50,000 以

上である 
 その会社の業務は違法なものでない 

⑧Work Holiday Pass 
17～30歳の大学生または大学卒業生  
（発給数の制限あり）（対象国の指定あり） 

⑨Miscellaneous Work Pass 短期業務を行う者（業種限定あり） 

 
 ①Employment Pass は、給与基準に加えて学歴基準も設けていることから、

一般にホワイトカラーとされる管理職や大学卒業者が対象とされている。学歴
基準については「The applicant who possesses acceptable qualification（認め

られる学位を取得している者）」、または「Graduate from good institutions（教
育基準が高いとされる学校を卒業した者）」と定めている。但し、MOM がそれ

らの具体的な学校・学位のリストなどを公開しているわけではなく8、下記のよ
うなやや曖昧とも言える表現をしており、学歴基準限定は行わずある程度の幅

を持たせているとも言える。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
8 あくまでもサンプルリストとして、一部の大学名のリストは公開されている 



 

8 

 
Copyright©2012 JETRO. All rights reserved. 禁無断転載 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

(Approved Institution 定義-出典：http://www.mom.gov.sg) 
 

 ②PEP とは 5 年間有効の EP のことで、既存の EP保持者や、過去 EP (P1)を
保持していた者、年間総所得が S$34,000 以上でシンガポール国内の高等教育機

関で教育を受けた者、または月額固定給与額が S$8,000 以上の専門職従事者を
対象とし、対象者本人が申請手続きを行うことが出来る。この許可証を取得す

る取得者の利点としては、有効期間が 5 年間一括して付与されること、その間
は雇用主の変更（所謂、転職）毎に EP の切替えをする必要がないこと、最長 6

ヶ月間は無職であってもPEPを保持したままシンガポールに滞在できるという
点が上げられる。対して雇用主側の利点は、雇用する際にスポンサーとして労

働許可証を申請する必要もなく、MOM に指定フォームを出すだけですぐに雇用
開始できるという点が挙げられる。 

 
 ③S Pass は月額固定給 S$2,000 以上の技術を持つ技術者を対象としている。

また、雇用主は頭数毎に政府から徴税（Levy）を受け、保持者の為の医療保険
に加入する義務がある。さらに、既存の従業員の人数に対して割り当てられた、

発給枠が設定されている。 
 

④Work Permit は 16 歳～58 歳までのマレーシア人、または 16 歳～50 歳ま
での下記に限定する国からの労働者を対象としている。更に建設業、船舶業、

製造業・加工業、サービス業に当てはまる業種に従事する場合に限られている9。
また、既存の従業員の人数に対して割り当てられた、発給枠も設定されている。

加えて、雇用主は政府から頭数毎に徴税（Levy）を受け、保持者に健康診断を
受けさせる義務、労災保険や入院保険を含む医療保険への加入、さらに 1 人に

つき S$5,000 の保証金（Bond）10を納める等の雇用条件を満たさなくてはなら
ず、雇用主側の負担比重が大きい。 

 

                                                   
9 業種によって認められる Work Permit 保持者の国籍に制限がつく場合がある 
10 銀行または保険会社からの保証書を提出することになる 

http://www.mom.gov.sg/
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(Work Permit 発給対象者の出身国-出典：http://www.mom.gov.sg) 
 

 
 ⑤Letter of Consent は、労働許可証保持者の配偶者として Dependent Pass

を保持している者が対象となっている。Dependent Pass を保持者が働く場合は、
その雇用形態11に関わらず、必ず MOM から LOC の発給を受けなければならな

い。 
 

⑥Entre Pass は起業家を対象としている。個人として申請するため、シンガ

ポール国内の企業スポンサー、または S$3000 の銀行保証（Banker’s Guarantee）

の提出が求められる。他の労働許可証と著しく異なる点は、the Standards, 

Productivity and Innovation Board Singapore（SPRING12）との共同審査を行

うため、審査期間が長く、提出書類として事業計画書や推薦状などの資料が要

求される点である。また、事業制限もあり、人材紹介業やバーやカラオケ等一

部のサービス業については、認められない。 

 ⑦Work Holiday Pass は、17 歳～30 歳までの大学卒業予定者または卒業者が

対象で、最長６ヶ月間の有効期間が与えられる。大学生の出身大学がある国を
指定しており、日本も対象国の１つとなっている（下記参照）。最低給与額の設

定は無いため比較的取得には制限が少ないといえるが、発給上限数を常に全国
で 2,000 までと設定しているため、希望通りの時期に取得が出来ない可能性も

ある。 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(Work Holiday Pass 発給対象者の出身大学国-出典：http://www.mom.gov.sg) 

                                                   
11 パートタイム社員・契約社員、臨時社員、正社員など 
12 シンガポール経済産業省(Ministry of Trade and Industry )傘下の企業活動推進機関 

http://www.mom.gov.sg/
http://www.mom.gov.sg/
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⑧Miscellaneous Work Pass は、セミナーや会議などを行う目的で短期間シン
ガポールに入国する外国人が対象であるが、スポンサー企業が申請を行うとい

う点で WPEAとは異なる。 
 

 
 

 
 

 
 

 
(Miscellaneous Work Pass対象活動-出典：http://www.mom.gov.sg) 

 
 

 
４． 労働許可証の取得申請、審査、発給、更新、及びキャンセル手続等 

 
（申請方法） 

シンガポールにおいては情報登録の電子化が進んでいることから、各労働許
可証の取得申請はインターネット上で申請書を提出する「オンライン」方式と、

申請書類を郵送にて MOM へ送付する「マニュアル」方式の 2 通りの方法があ
る13。また、申請手続きを行う者は雇用主となる企業または個人となり、各労働

許可証によって異なる14。  
 

 
（審査） 

 
 各労働許可証取得申請に対する審査対象項目は、種類によって多少の差異は

あるものの、基本審査項目はほぼ同様となっている。それらは、労働許可証取
得申請書に記載する事項である申請者の学歴、職歴、給与所得、年齢、婚姻状

況、職種、海外での過去の労働履歴などの個人情報に加え、雇用主の組織形態、
業種、資本金、売り上げ、従業員数とその構成等多岐に渡っている。これらの

情報と一般には公表されていない MOM 独自の審査基準をあわせ、発給承認が
おりるか否かは MOM による総合判断となる。また審査項目や、申請時に提出

する必要書類要件は頻繁に変更され、申請者の国籍によっても異なるため、常
に最新の情報を確認する必要がある。 

 
各労働許可証については、申請対象者の給与所得額や学歴など、一定の基準は

あるものの、「基準に満たない者が取得申請を行ってはならない」ということで
はなく、公開されている基準を満たしていなくとも、経験や特殊技能の保持あ

るいは申請者がシンガポール政府が推進している業種に従事するといった理由

                                                   
13一部、マニュアル方式のみや、E-mail による申請方法とされている労働許可証もある。  
14 PEP, Entre Pass, Working Holiday Pass 以外は、雇用主が申請を行う 

http://www.mom.gov.sg/
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などで、MOMが労働許可証を発給するケースも稀にある。反対に、公開されてい
る基準を満たしている者であっても、MOM が労働許可証を発給しない場合も

ある。そして「発給不可」とされた場合の理由については「MOM の総合的な
判断による」とのみ通知があり、具体的な理由が明示されないケースが殆どで

ある。 
 

また、EP または S Pass の取得希望者向けに、MOM が発給の可否を自己診
断することができるツールを Web 上に公開しており、取得申請前の一つの目安

となる。 
 

【労働許可証発給自己判断ツール（EP または S Pass のみ】 
 

http://sat.mom.gov.sg/satservlet 

 

 
 

（審査期間） 
 

オンライン方式は申請から結果判明までの期間が 1 週間以内となっているの
に対し15、マニュアル方式では結果判明までに約３～５週間16を要するとされて

いる。よって、申請から審査までの時間的な短縮が図れる点からは、オンライ
ン方式を選択する場合が実務上多いといえる。 

 
しかしオンライン方式の場合、審査ステップの大半をコンピューターが処理

することから、特殊技術保持であったり経験値の高さなどの特記事項を記載す
るスペースは無い。他方、マニュアル方式は審査に有利に働くと思われる資料

などを申請書と一緒に提出することができるので、どちらの方法を選択するか
は、状況に応じて検討することになる。  

 
 

（アピール） 
 

 EP または S Pass に限っては、審査結果が「発給不可」となった場合、再審
査を申し込むアピール手続きを行うことが出来る。ただし、アピール手続を取

る場合には、既に提出した申請書（つまり、審査結果が発給不可とされたもの）
に記載した審査対象情報のうち、2つ以上の項目について変更または修正を加え

るという前提で行う必要がある。また、アピール審査結果判明までには 3 週間
程を要する。 

 
 

                                                   
15オンライン申請を行う為には政府システム上への初期登録が必要となる。この作業には別途約２週間を要

することに注意 
16 各労働許可証によって多少の差異がある。Entre Passは 6週間以上を要する 
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（発給・労働許可証カードの発行） 
  

発給許可を得た場合は、MOM から承認レターが発行される。承認レター上に
は、発給期間や健康診断の必要有無などの発給詳細が記載されている。また、

このレターは発行日から３ヶ月17、または6ヶ月間の有効期間が設けられており、
有効期間中に申請者はシンガポールに入国し、発給手続を行う。なお、労働許

可証の有効期限は、シンガポールに入国して発給手続を受けた日からスタート
するので、承認レターが発行された日付ではない。 

 
さらに、労働許可証保持者には、プラスチック製の労働許可証カードが付与

される18。カードには、写真、指紋、雇用主の名前、外国人登録番号( FIN NO. 

– Foreign Identification Number) 、有効期限などが記載されており、シンガ

ポール国内で何らかの手続（銀行口座の開設や住居の契約など）を行う際には、
常に提示を求められる。（付録５）また、このカードは必ず MOMに返却の義務が

ある。 
（更新） 

 
 更新可能な労働許可証は、その有効期間中に更新を求める更新申請をするこ

とが出来る。 更新とはいうものの、その手順は労働許可証申請書を再度 MOM
に提出し、最新の基準にて更新の可否が審査されるという方式をとる。 従っ

て、更新申請書に記載した内容が更新時の最新発給基準に満たないと MOM に判
断された場合は、更新が認められない場合がある。 

 
（キャンセル） 

 
 各労働許可証は、労働許可証のスポンサーとなっている雇用主との雇用関係

が終了した場合や任期を満了して帰国する場合などを含め、労働許可証保持の
必要性がなくなった場合は必ずキャンセル手続を取り、保持しているカードの

返却を行う必要がある19。このキャンセル手続は、労働許可証の有効期限内、有
効期限満了後のどちらの状況においても、必ず行わなければならない。  

 
 

５．求められる人材 
 

 MOM は国内で現在需要がある、または今後需要が見込まれる業種を「The 

Strategic and Skills-in-Demand List」として公開している。（資料６）このリ

ストはシンガポールの各省庁から寄せられた情報を基に作成されており、製造
業、建設業、医療現場、IT 業、金融業、旅行業、サービス業の分野に大きく分

けられ、特に国内で不足し求められている職種が記載されている。 MOM は
就労ビザ申請を行う場合には、このリストを参照することも案内しており、当

                                                   
17 Working Holiday Pass のみ 
18 LOC (DP 保持者)と、Miscellaneous Work Pass 保持者を除く 
19 PEP 保持者を除く 
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然のことながら、これらに当てはまる外国人労働者については、労働許可証を
取得できる可能性も高くなるとみられる。 しかし、リストの一例を見てみる

と、特殊技能保持者や免許が必要となる職種名20が多く記載され、経験年数の規
定も設けられていることから、これらに該当する労働許可証申請者は少数派と

も言えよう。 
 

 
６．雇用主、スポンサーとしての義務 

 
労働許可証の申請、発給にあたり、雇用主となる企業やローカルスポンサー

には様々が義務が課せられる21。これらの義務は、労働許可証のカテゴリーによ
って異なり、概ね技術を持たない労働者や危険な仕事に従事する労働者の雇用

者のスポンサーは、多くの義務を負うことになる。 
 これらは、労働許可証申請情報の正確性について確認義務、保持者のシンガ

ポールでの滞在について責任義務、保持者の出国費用についての支払い責任義
務、労働許可証のキャンセル義務等である。 

 
 

７．労働許可証保持者の義務 
 

 労働許可証保持者は、シンガポール国内において「居住者」とみなされ、原
則、個人所得税納付の義務がある。また、その他には、労働許可証申請情報の

正確性、麻薬に手を出したり政治活動に加わらないといったシンガポール滞在
期間中の生活習慣、滞在期間中に婚姻状況や身分証明書番号などの情報更新が

あった場合の通知義務等が挙げられる。 
 

 
８．終わりに 

 
労働許可証の発給は、性質上政策的な配慮が必要な事柄であることから、実際

にはその時々の経済情勢に応じて柔軟な運用が行われてきた。しかし政府は、
生産性の向上によって国民生活を豊かにするという 2010 年からの政策方針を

現在も一貫して崩してはいない。2012 年の政府発表22によると、昨年度末から
はシンガポール国民のみを対象とした労働統計を取っていることを挙げ、国民

の労働市場改善に焦点をあてていく方向性を示している。 

 

一方で政府は、極端に外国人労働者数を減らしていくことは、国内労働市場の
柔軟性や競争力に影響を与え、多くの雇用を生み出している外国企業のシンガ

ポール離れを引き起こし、結果的に国内の失業率を上げかねないという可能性
を秘めていることも周知であるとしている。これらを踏まえた上で、実利的な

                                                   
20 医師、看護士、IT エンジニア、Game Programmer など 
21外国人雇用法の規則である Employment of Foreign Manpower (Work Passes) Regulations （付録７） 
22 The Minister of Stated for Manpower and National Development, 5 March 2012. Parliament 
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アプローチを取った結果、EP 保持者については学歴や給与額を引上げ取得者層
の質に着目し、S  Pass と Work Permit 保持者については発給枠の制限など取

得メカニズムを変更するといった、それぞれの対象者に応じた改革を行ってい
るとしている。併せて、外国人労働者はやはり国内の労働力を補う上で必要不

可欠であるとも認識しており、今後政府が様々な技術向上プログラムを準備す
ることを挙げ、生産性の向上の為に既存の外国人労働者が技術を磨くことを今

後も奨励していくとしている。 

 

5 年計画とされる外国人政策転換は、現在丁度中盤に差し掛かったところであ
る。政策はこの後まだ 2 年半の期間を残していることを念頭に置くと、いくつ

かの種類の労働許可証の廃止、保持者の帯同家族呼び寄せ制限や配偶者の就労
規制など、今後労働許可証保持者を取り巻く環境も複雑化することが予想され

よう。また現在発給枠設定が無い EP についても、各企業における発給数制限
や、明確な学歴制限が設けられる可能性も捨てきれない。外国人労働者数は、

その上限を最終的に国内総労働人口の 3 分の 1 までとすると予定されている。
この先も暫くは、外国人労働者の雇用確保や、国民生産性の向上に向けて政府

が打ち出す様々な改革案に一喜一憂する日々が続くかもしれない。 

 

（報告書作成委託先現地法律事務所：Rajah＆Tann LLP） 

 


