
ビジネストラック
11月1日より ベトナムが適用となりました。
「技能実習生と特定技能外国人が来日する際の注意点」

2020/11/01 作成

・10月30日時点での確定公表情報です。変更となる場合もございますので、最
新情報は各自ご確認くださいますようお願い申し上げます。
・情報の確認には細心の注意を払っておりますが、誤記等も含めて、一切の責
任は負えませんので、悪しからずご了承くださいませ。



出入国規制のさらなる緩和
10月30日 感染症危険情報の改訂が実施されました。
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/info1030.html

レベル３への引き上げ（渡航中止勧告）
ミャンマー、ヨルダン

レベル２へ引き下げ（不要不急の渡航は止めてください）
韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、ブルネイ、ベトナム、
オーストラリア、ニュージーランド



感染症危険情報
レベル３への引き上げ（渡航中止勧告）

これにより、入国拒否対象地域に指定されたミャン
マーについては、１１月１日以降に日本に帰国・入国
する際は、レジデンストラックの要件が変更になりま
すのでご注意ください。

ミャンマーの主な変更
1. 出国・出域前72時間以内に、検査を受けて「陰性」であ
ることを証明する「検査証明」を取得してください。

2. 日本到着時、空港での検査が実施されます。
3. 携帯電話等での行動履歴保存、追跡等が必須となります。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 レベル3
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002003.html



感染症危険情報
レベル２へ引き下げ

これにより、上陸拒否指定が解除された、タイ、中国、
については、１１月１日以降に日本に帰国・入国する
際は、レジデンストラックの要件が変更になりますの
でご注意ください。

主な変更
1. 出国前検査が免除となります。
2. 日本到着時、空港での検査が免除されます。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 レベル2
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page25_002004.html

出国時の検査を必要とする国も有りますので、ご確認ください。

※ベトナムはビジネストラックが開始されます。



11月1日からの出入国概要



11月1日からの出入国概要



ビジネストラック

以降、ビジネストラックを利用しての
入国に関しての説明をします。

ベトナム政府との合意により、ビジネストラッ
クによる出入国が可能となりました。

入国後14日間の自宅等待機期間中も、
行動範囲を限定した形での
ビジネス活動を可能とするスキーム



注意事項!!! ①
１０月３０日に大臣の記者会見で、
緩和措置が発表されましたが、まだ
いろいろな手続き等の詳細は完全に
は発表されていません。
外務省、法務省、厚生労働省、技能
実習機構、相手国の日本大使館の
ホームページから、最新情報をご確
認する事をお勧めします。



注意事項!!! ②
ビジネストラックも「監理団体や受け入れ
企業が責任を持つ例外的な措置」であること
を理解しておく事

書類忘れ、誓約違反時には、受入企業・団体の
名称の公表、本措置の利用禁止となる可能性があ
ります。
誓約違反等が起こった場合は、当該企業・団体

名が公表される他、本件措置の利用が今後認めら
れない可能性があります



ビジネストラック
レジデンストラック手続きとの違い

1. 誓約書(外国人ビジネストラック）
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/1
00110005.pdf

2. 本邦活動計画書
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/1
00110006.pdf

※変更になる可能性がありますのでご注意く
ださい。

誓約書の内容を必ず確認して下さい。

書類の違いは2つだけ



誓約書

十分に内容を確認して下さい。
受け入れ企業、監理団体、送り出し機関、本人、関
係者全員に説明をし理解させて下さい。
責任が追及される場合があります。受け入れ停止に
なる可能性があります。

誓約書

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100094707.pdf

受入れ責任者
署名捺印

送り出し機関
本人 日本大使館日本大使館

コピー 2

受入企業・団体は、原本を対象者の本邦入国後6週間保管し、
関係省庁から求めがあった場合には提出してください。

署名捺印後
電子データを送信



日本大使館での査証発給等申請

査証申請に必要な書類 (新規申請)

（ア）査証申請書（顔写真貼付）
（イ）旅券
（ウ）在留資格認定証明書
（エ）誓約書 ビジネストラック 写し2通
（オ）本邦活動計画書 写し2通
（カ）ベトナム政府発行の身分証明証の両面写し



レジデンストラックと
ビジネストラックの違い

レジデンストラック ビジネストラック
レベル3 レベル2 レベル3 レベル2

誓約書 〇
本邦活動契約書 - - 〇 〇
出国前検査 〇 免除 〇 〇
健康モニタリング 〇
民間医療保険加入 〇
質問票 〇
空港での検査 〇 免除 〇 免除
スマホの設定 〇 △ 推奨 〇
公共交通機関使用 不可
14日間の待機 個室管理
不特定との接触 不可
待機中の外出等 不可 可能（要計画書記載)
特定者との接触 - - 可能（記録が必要）



健康モニタリングの実施
日本入国前14日間モニタリングすること。
検温すること。
呼吸器症状がないか確認する事。
倦怠感などコロナ感染症の症状がないか確認する事。

発熱や、症状が見られたら、日本への渡航は中止する事。

14日間のモニタリングの結果は、入国時に
「質問票」に記入して提出します。



検査証明の取得

搭乗予定航空便の出発時刻前72時間以内に「検査
証明」を取得してください。

指定の検査機関で検査を受けてください。
ベトナム・・・「108病院」、「国立衛生疫学研究所（NIHE）検
査・予防接種サービスセンター」

所定のフォーマットを使用し、現地医療機関に記
入及び署名を求めてください。
http://www.moj.go.jp/content/001325705.doc
x

ビジネストラックでは現地での検査が必須です



加入例

民間医療保険への加入
入国時点で日本の公的保険制度（健康保険
や国民健康保険）に加入していない場合、
民間医療保険に加入して下さい。
※技能実習生の場合、事前加入は困難ですので、民間保険に加入して下さい。

 JITCO外国人技能実習生総合保険
 JITCO特定技能外国人総合保険

http://www.k-kenshu.co.jp/

※ JITCO保険は、出国時から保険の対象となります。

保険証券等を確認させていただくことがあります。また、入国時または入国直
後に未加入であったことが発覚した場合には、「誓約書」違反となり、受け入
れ企業・団体名の公表、本措置の利用禁止等の措置をとることがあります。



スマホ設定の確認 等

1. 厚生労働省指定の接触確認アプリ(COCOA)
入国後14日間はアプリを利用してください。
アプリ利用方法 (英語 ・ 日本語)

2. LINEアプリ
※受入れ団体の責任者が対応する事も可能です。

• LINEを活用した健康フォローアップ
https://www.vn.emb-japan.go.jp/files/100077513.pdf

3. 地図アプリ（位置情報を保存可能なもの）
参考:設定方法
iPhone （日本語） （英語）
Google Maps app（日本語） （英語）



質問票の記入
 搭乗した機内で、「質問票」が配布されますので、記入方法等
を、外国人に指導しておきましょう。

 虚偽申告等も処罰が有りますので、正しく記入するように指導
しておきましょう。

到着空港の検疫所で提出します。

技能実習生用「質問票（日本語）」
「質問票（英訳）」

10/20 オンライン質問票になっています。
チェックイン後、搭乗までの間に次のサイトでの申告です。

日本語、英語、中国語(簡)、中国語(繁體)、韓国語のみ対応です。
質問票は事前に記入してそれを見ながら入力するようにされると良いでしょう。

オンライン質問票 https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/



宿泊施設までの移動
公共交通機関の利用は出来ません。
鉄道，バス，タクシー，航空機（国内線），旅客船等は利用禁止で
す。

 自家用車、受入企業・団体所有車両、レンタカー、ハイヤーを利
用してください。

 宿泊施設等の待機場所までの移動の途中で公共施設の利用はしない
でください。

可能であれば、空港近くのホテルで2週間の待機をお勧め
します。 最もリスクの少ない方法だと思われます。



宿泊施設までの移動
出発・・・その前に・・・・
スマホアプリを再確認しましょう。
空港内でトイレを済ませておきましょう。
健康状態を確認し把握しておきましょう。
マスクを持ってきていることを確認しておきましょう。
以降の食事の段取りを確認しておきましょう。

• ⾧時間のフライトで疲れています。
• 初めての海外で興奮しています。
• ⾧時間の入国検疫で疲れています。

しっかりと確認して、出発してください。



宿泊施設・待機施設
原則、個室での待機となります。

自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約
したホテルなどが対象になります。一方で、ウィークリーマンションにつ
きましては、不特定多数の方に対して反復継続して行われるような事業に
あたりますので、対象外としています。
（宿舎などのトイレやお風呂など、多数の人が共同で使用する場所があ

る施設は対象外）

個室、バス、トイレの個別管理等ができる施設を確保してください。
（個室の外にキッチンなどの共用スペースがある場合は、当該共用
スペースは利用しないでください）。

水際対策の抜本的強化に関するQ＆A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid1
9_qa_kanrenkigyou_00001.html



宿泊施設・待機施設
活動計画書に記載してあるところ以外へは、絶
対に外出はさせないでください。

不特定との接触は避けてください。
毎日行動記録を取り接触者を記録してください。

後日、位置情報や接触追跡アプリ等で、誓約書
違反が見つかると、当該企業・団体名が公表さ
れ、今後外国人の受入れが、認められない可能
性があります

• WIFIを確保してあげて下さい。
• 食事の段取りをしてあげて下さい。
• 洗濯の段取りも忘れないでください。



待機中の入国後講習
 活動計画書に記載してあれば、2週間の待機中に集合講習等をするこ
とは可能です。

 教室や施設内での感染拡大防止には十分注意してください。
※誓約書で「対象者及び接触者の①マスク着用、②手指消毒の徹底、
③「３密」を避ける」事を誓約していますのでご注意ください。

 接触者の記録が必要ですので、必ず毎日出席簿等の記録を取ってく
ださい。面会者の記録も必要です。「日時、滞在場所ごとに対象者
が接触した者を記録すること。」
※勝手に外出させてしまうと、この記録が不可能になりますからご
注意ください。

• 講習カリキュラムは見直して確認してください。
• 技能実習計画と大きく変更となった場合は、実習機構に届け出ておきま
しょう。



ビジネストラック
例外的に出入国が認められた外国人について、
受入企業・団体が責任を持つ
制度である。

誓約書違反等が起こった場合
企業・団体名が公表されます。
以後入国が認められなくなる

可能性があります。


