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各都道府県労働局労働基準部長 殿
各都道府県労働局職業安定部長 殿

厚生労働省労働基準嵐
監 督 課 長

厚生労働省職業安定局

外国人雇用対策課長

瞥察庁、法務省及び厚生労働省の三省庁による「不汝就労等
外国人対策に係る具体的施策につい

標記について、平成16年5月26日に開催された三省庁の担当課長を構成員とす
る不法就労外国人対策等協議会において、別添1のとおり取りまとめられたので、了
知されたい。
また、不法就労等外国人労働者問題地方協議会設置要綱も別添2のとおり改正され
たので、併せて了知されたい。
なお、本件について、記者発表等による広報は予定していないことを、念のため申
し添える．。

（別添1）

・不法就労等外国人対策に係る具体的施策について

平成16年5月26日
警

察

庁

法

務

省

厚 生 労 働 省

平成16年3月11日に開催された局長連絡会法において，響察・法務・厚生労
働三省庁による「不法就労等外国人対策について」の基本合意が図られた■ところ，
不法就労等外国人対策をより強力に推進していくため，下記のとおり具体的な対策
を執ることとする。
なお，内閣官房副長官補室では，本年6月に外国人労働者問題啓発月間の実施を
予定しているところ， 下記諸対策については，同月間に合わせて取組みを強化する
こととする。
記

1 不法就労外国人及び悪質なプロ
（1）本省レベルによる情報交換
ア 三省庁は，実効ある不法就労等外国人対策に資するため，本法就労外国人の
実態やその誘因となっている悪質なブローカー・雇用主等に関して，積極的な
情報交換を図る。
イ 三省庁は，随時，協議会を開催すノるなどして，三省庁の各地方関係機関にお
ける情報交換実施状況等のフォローアップを行う。

（2）地方レベルによる情報交換
都道府県警察，法務省及び厚生労働省の各第一線機関による緊密な情報交換
都道府県警察，地方入国管理局及び都道府県労働局（以下「三省庁の各地方
関係機関」という。）は，より緊密な情報交換の促進に努め，これら諸情報を
第一線での不法就労等外国人対策に反映させる。
2 事業主団体等に対する行政指導及び啓発活動の強化

（1）三省庁による鹿導等
三省庁は，各所管業界団体等への指導を行うとともに，事業主団体に対する
説明会を開催するなど不法就労等外国人対策に係る理解と協力を求め，これら
事業主団体の傘下諸団体への指導・啓発を要請する。

（2）都道府県等を単位とする三省庁の各地方関係機関による事業主団体に対する
説明会の開催
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三省庁の各地方関係機関は，各所管業界団体等への指導を行うとともに，事
業主団体に対する説明会を開催するなど不法就労等外国人対策に係る理解と協

力を求め，これら事業主団体の会員事業主等への指導・啓発を要請する。
3 就労資格を有する外国人による資格外活動の防止対策の強化
（1）上記2の（2）と同じ
三省庁の各地．方関係機関は，各所管業界団体等への指導を行うとともに，事
業主団体に対する説明会を開催するなど不法就労等外国人対策に係る理解と協

力を求め，これら事業主団体の会員事業主等への指導・啓発を要請する。

（2）資格外活動に関する情報の収集
都道府県管察及び地方入国管理局は，就労資格を有する外国人の資格外活動
に関する情報の入手に努め，必要に応じて実態調査を行うなど，この種事犯の
防止を図る。
4 悪質な不法滞在・不法就労事犯等に対する取締り等の強化
（1）警察，入国管理局による合同摘発及び労働局による強制捜査等との連携の強
化

都道府県警察及び地方入国管理局は，悪質な不法滞在，不法就労事犯等の取
締りに向けた合同摘発をより一層強力に推進することとし，都道府県労働局は，
当該合同摘発に係る事業主において労働基準関係法令違反が認められ強制捜査
等を実施する場合には，事案に応じ，都道府県管察及び地方入国管理局との連
携を図ることとするなど，取締体制の連携・強化を推進する。
（2）警察による不法入国あっせん組織，不法滞在を助長する事犯等の徹底取締り
都道府県管察は，不絵入国あっせん組織や地下銀行等不法滞在を助長する事
犯の解明に努めるとともに，その取締りを強力に推進し，地方入国管理局はこ
れに協力するものとする。

（3）入国管理局による悪質なブローカー・雇用主及び不法就労者の警察に対する
告発・通報の強化

地方入国管理局は，不法就労に係る被摘発者について，より．一層その実態の
解明に努めるなどして，悪質な不汝就労事犯の都道府県警察に対する告発・通
報を強化するとともに，不法就労等外国人の誘因になっている関係者の情報入

手に努め，悪質なブローカー・雇用主の通報強化を図る。

5・不法就労防止に向けた国内及び海外広報の積極的実施
（1）国外における広報
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ア 在日外国公館を通じた広報
在日外国公館に対して，我が国における外国人労働者受入・れに関する基本政
策及び来日外国人による犯罪の発生状況・不法就労外国人の実態等を説明する

など，不法就労企図者の送出防止に向けた当該国・政府の協力を要請する。
イ 不法就労外国人の送出国に所在する日本国大使館等を通じた広報
不法就労外国人の送出国に所在する在外日本公館等を通じ，当該国政府に対
して我が国の外国人労働者受入れに関する基本政策及び来日外国人による犯罪
の発生状況・不法就労者の実態等を伝達するなど，不法就労企図者の来日防止
に向けた自国内での広報を要請する。
ウ 在日外国報道機関加盟団体等を通じた広報
在日外国報道機関加盟団体，外由向け放送機関等への記者発表・資料提供等
を実施し，不法就労者の送出国等に向けた広報活動を展開する。
（2）国内における広報
ア 三省庁による広報啓発活動の推進
（ア）管察庁は，「来日外国人犯罪対策及び不法滞在・不法就労防止のための括
動強化月間」を設定し，都道府県警察における①雇用主等に対する不法就労
防止のための指導啓発，②在留資格を有する外国人の失踪防止対策，③パン
フレット等による広報等を行うものとする。
（イ）法務省は，①事業所に対するパンフレッ・トの配布．，②地方自治体，商工会
琴へ■のポスターの掲示依頼，③インターネット（法務省ホームページ）によ

る広報の推進を実施する。
（ウ）厚生労働省は，①ポスター・パンフレットの作成及び配布，②外国人労働
者問題について事業主団体や個々の事業主に対する周知，啓発活動を実施す
る。

イ 三省庁の各地方関係機関による広報啓発活動の推進
三省庁の各地方関係機関は，独自に又は不法就労等外国人労働者問題地方協
議会として，不法就労外国人の雇用防止に向けた事業主団体等への広報啓発活
動を展開する。
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（別添2）

不法就労等外国人労働者間＼題地方協議会設置要綱

平成4年4月23日
（改正 平成9年2月 5日）
（改正 平成10年5月25日）
（改正 平成12年5月18日）
（改正 平成13年3月 6日）
（改正 平成14年3月 6日）
（改正 平成15年3月 5日）
（改正 平成16年5月26日）

（目 的）
不抜就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する諸問題について，関係行政機関が連携してこ
れらの問題に係る施策の効果的かつ円滑な実施を図る冬め，不法就労等外国人労働者問題地方協議会
（以下「協議会」という。）を設置する。

（協議事項等）
2

協読会は，1の目的を達成するため，次に掲げることを行う。
（1）不法就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する情報の交換
（2）不法就労外国人をはじめとする外国人労働者に関する諸問題に係る施策の実施についての協議
（3）入管法に基づく基準省令の運用，処分状況に関する意見交換
（4）（1）から（3）までに掲げるもののほか，1の目的を達成するために必要な事項の検討

（組 織）
3

本協議会は別表1の地区ブロック毎に設置し，療察庁及び都道府県警察（以下「警察庁等」とい

う。）並びに法務省，厚生労働省の実務担当者で組織する。
（2）協議会の構成員は別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

（幹事会）
4

協読会には，幹事会を設置する。
（2）幹事会の構成員は別表3に掲げる職にある者をもって充てる。

（代表幹事）

幹事会は，代表幹事3名を幹事会の警察庁等及び法務省，厚生労働省の構成員から各1名ずつ選出す
る。

（2）代表幹事の内1名を当番代表幹事とし，交替でその任に当たる。当番代表幹事の任期は1年とする。
（3）協議会及び幹事会は，代表幹事が召集し，議長は当番代表幹事が行う。

（4）協議会及び幹事会の庶務は，当番代表幹事が行う。
（5）．代表幹事は必要があると認めるときは，協議会又は幹事会に構成員以外の者の出席を求めることが
できる。

（会議の開催）
6

協議会は，年1回開催する。

（2）幹事会は，年2回開催することとし，必要に応じて臨時会を開催する。

別表1 地区ブロック表

地 区

管

轄

都

道

府

県

北海道 北海道

東 北 青森県，岩手県，宮城県，秋田県，山形県，福島県

茨城県，栃木県，群馬県，埼玉県，千葉県，東京都，神奈川県，新潟県
関 東
山梨県，長野県

中 野 富山県，石川県，福井県，岐阜県，静岡県，愛知県，三重県
関 西 滋賀県，京都府，大阪府，兵庫県，奈良県卜和歌山県

中 国 鳥取県，島根県，岡山県メ 広島県，山口県

四 国 徳島県，香川県，愛媛県，高知県

九 州 福岡県，佐賀県，・長崎県，熊本県，大分県，宮崎県，鹿児島県，沖縄県

別表2−1北海道地区

警察庁
北海道響森本部外事課長
北海道警察本部生活安全企画課長

法務省
札幌高等検察庁検事
関係地方検察庁検事
札幌入国管理局総務課長
札幌入国管理局首席審査官
札幌入国管理局首席入国響備官

厚生労働省
北海道労働局労働基準部監督課長
北海道労働局職業安定部職業対策諌長

〔陪席〕
北海道労働局職業安定部職業対策課課長補佐
北海道労働局労働基準部地方労働基準監察監督官

〔陪席〕
北滴道管森本部旭川方面本部警備課長
北海道警察本部旭川方面本部生活安全課長
北海道響凛本部釧路方面本部外事課長
北海道警察本部釧路方面本部生括安全課長
北海道替森本部北見方両本部警備課長
北海道替森本部北見方両本部生措安全琴長
北海道警察本部函館方面本部警備翠長
北海道警察本部函館方面本部生活安全課長
北海道警察本部外事課統括官
北海道警察本部生活安全企画課統括官
別表2−2東北地区

響療庁
東北管区瞥薬局広域調整策一課長
東北管区警察局広域調整第二課長
宮城県警察本部外事課長
宮城県警察本部生活環境課長
〔陪席〕
青森県警森本部響備第一課長
青森県警察本部生活保安課長
青森県警察本部刑事企画課長
岩手県警森本部公安魂長
岩手県管察本部生括保安課長
秋田県警察本部警備秦一課長
秋田県警察本部生活安全企画課長
山形県警察本部管備第一課長
山形県警察本部生活保安課長
福島県警察本部公安課長
福島県警察本部生活環境課長
東北管区警察局広域調整第一課課長補佐
東北管区警察局広域調整第二課課長補佐
宮城県警察本部外事課課長補佐
宮城県警察本部生活環境課課長補佐

蔭務省
仙台高専検察庁検事
関係地方検察庁検事
仙台入国管理局総務課長
仙台入国管理局首席審査官
仙台入国管理局首席入国響傭官

厚生労働省
宮城労働局労働基準部監督課長
宮城労働鳥職業安定部職業対策課長

【陪席〕
各県労働局職業安定部職業対策課課長補佐
関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督官

別表2−3 関東地区

警察庁
関東管区瞥薬局広域調整策一課長
関東管区警察局広域調整第二課長
警視庁保安課長
警視庁組織犯罪対策本部組織犯罪対策室長

法務省
東京高等検察庁検事
関係地方検索庁検事
東京入国管理局総務課長
東京入国管理局首席審査官

厚生労働省
東京労働局労働基準部監督課長
東京労働局職業安定部職業対策課長

（審査管理部門）

東京入国管理局首席入国警備官
（企画管理部門〉

〔陪席〕
茨城県管藤本部公安第二課長
茨城県警察本部生活安全総務課長
栃木県警察本部警備第一課長
栃木県警察本部生活安全企画課長
栃木県警察本部組織犯罪対策課長
群馬県響森本都督億第一課長
群馬県警察本部生活安全企画課長
埼玉県警察本部外事課長
埼玉県響森永部生括経済課長
堵玉県警察本部生活安全課長
千葉県警察本部外事課長
千葉県警察本部生活安全総務課長
神奈川県警察本部外事課長
神奈川県警察本部生活経済課長
奴潟県警察本部外事課長
新潟県警察本部生活保安課長
山梨県警察本部国際対策課長
山梨県警察本部生活安全企画課長
長野県警察本部警備第一課長
長野県響森本部生活安全企画課長
関東管区警察局広域調整第一課課長補佐
関東管区響薬局広域調整第二課課長補佐
響視庁保安課係長
警視庁組織犯罪対策本部係長

〔陪席〕
東京入国管理局統括審査官
（就労審査部門）

東京入国管理局統括審査官
（実態調査部門）

東京入国管理局統括入国警備官
（調査企画部門、調査企画担当）

東京入国管理局統括入国響備官
（調査第一部門、締発企画担当）

東京入国管理局統括入国瞥備官
（調査第二部門、特別調査企画担当）

東京入国管理局横浜支局首席入国警備官
東京入国管理局成田空港支局首席審査官
東京入国管理局水戸出張所長
東京入国管理局宇都宮出張所長
東京入国管理局高崎出張所長
東京入国管理局さいたま出張所長
東京入国管理局干葉出張所長
東京入国管理局新宿出張所長

〔痕應〕
各都県労働局職業安定部職業対策課課長補佐
関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督官

別表2−4 中部地区

警察庁
中部管区響薬局広域調整策一課長
中部管区警察軍広域調整第二課長
愛知県警察本部外事課長
愛知県警察本部生活経済課長

汝務省
名古屋高等検察庁検事
関係地方検察庁検事
名古屋入国管理局総務課長
名古屋入国管理局首席審査官

厚生労働省
愛知労働局労働基準部監督課長
愛知労働局職業安定部職業対策課長

（就労・永住審査部門）

名古屋入国管理局首席入国警備官
（企画管理・処遇・執行部門）

〔陪席〕
静岡県警察本部外事課長
静岡県警察本部生括環境課長
富山県警察本部公安課長
富山県警察本部生活安全企画課長
石川県警察本部公安課長
石川県警察本部生活安全企画課長
福井県警察本部公安課長
福井県警察本部生活環境課長
岐阜県警察本部警備第一課長
岐阜県警察本部生活安全総務課長
三重県警察本部警備第一課長
三重県警察本部生活保安課長
三重県警察本部国際対策課長
中部管区警察局広域調整策一課課長補佐
中部管区警察局広域調整第二課課長補佐
愛知県警察本部外事課課長補佐
愛知県警察本部生括経済課課長補佐
愛知県警察本部保安課課長補佐

〔陪席〕
名古屋入国管理局鱒括審査官
（哲学・研修審査部門）

〔陪席〕
各県労働局職業安定部職業対策課課長稀佐
関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督官

名古屋入国管理局統括入国警備官
（調査部門、調査企画担当）

別表2−5 関西地区

警察庁
近畿管区警察局広域調整第一課長
近幾管区警察局広域調整第二課長
大阪府警森本部外事課長
大阪府警森本部生活経済課長
大阪府響森本部国際捜査課長

法務省
大阪高等検察庁検事
関係地方検察庁検事
大阪入国管理局総務課長
大阪入質管理局首席審査官

厚生労働省
大阪労働局労働基準部監督課長
大阪労働局職業安定部職業対策課長

（審査管理部門）

大阪入国管理局首席入国警備官
（企画管理部門）

〔陪席〕
滋賀県警察本部警備第一課長
滋賀県警察本部生活安全企画課長
鱒賀県国際犯罪対策室長
京都府警察本部外事課長
京都府警察本部生活安全企画課長
京都府警察本部刑事金甲課長
兵庫県警察本部外事課長
兵庫県警察本部生活安全企画課長
奈良県警察本部組織犯罪対策第一課費
奈良県響森本部警備第一課長
奈良県響森本部生活環境課長
和歌山県響森本郭公安課長
和歌山県警察本部生活安全企画課長
和歌山県警察本部来日外国人組織犯罪対策室長
近畿管区警察局広域調整第一課課長補佐
近畿管区警察局広域調整策二深謀長補佐
大阪府警森本部外事課課長補佐
大阪府警察本部生活経済課課長補佐
大阪府管森本部保安第一課課長椅佐
大阪府警森本部国際捜査課課長補佐
大阪府警森本部組織犯罪対策部
来日外国人犯罪対策担当管理官

〔陪席】
大阪入国管理局統括審査官
（就労・永住審査部門）

大阪入国管理局統括審査官
（実態調査部門）

大阪入国管理局統括入国響備官
（調査第⊥部門、摘発企画担当）

大阪入国管痙局統括入国警備官
（調査第二部門、調査企画担当）

大阪入国管理局神戸支局首席入国警備官
大阪入国管理局関西空港支局首席審査官

〔陪席〕
各府県労働局職業安定部職業対策課課長補佐
関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督官

別表2−6 中国地区

警察庁
中国管区響薬局広域調整第一課長
中国管区警察局広域調整第二課長
広島県替森本部国際犯罪対策室長
広島県響森本部外事級長
広島県警察本部生活環境課長

法務省
広島高等検察庁検事
関係地方検察庁検事
広島入国替理局総務課長
広島入国管理局首席審査官

厚生労働省
広島労働局労働基準部監督課長
広島労働局職業安定部職業対策課長

（入国・在留審査部門）

広島入国管理局首席入国警備官
〔陪席】
各県労働局職業安定部職菜対策課課長補佐
関係労働局労働基準部地方労働基準監森監督官

〔陪席〕
鳥取県警森本都督備第一課長
鳥取県警察本部生活安全企画課長
島根県替森本部警備第一課長
島根県響森本部生活保安課長
岡山県替凛本部外事課長
岡山県警察本部生活環境課長
山口県警森本部外事課長
山口県警察本部生活安全企画課長
中国管区響薬局広域調整第一課課長補佐
中国管区警察局広域調整第二課課長補佐
広島県警察本部外事課課長補佐
広島県警察本部生活環境課深長補佐
別表2−7 四国地区

警察庁
四国管区響森局広域調整第一課長
四国管区警察局広域調整第二課長
香川痕警察本部公安課長
香川県警森本部生活環境課長
〔陪席〕
徳島県警凛本部公安課長
徳島県警察本部生活安全企画課長
徳島県警察本部国際・組織犯罪対策室長
愛媛県警察本部公安課長
愛媛県啓療本部生活費全企画課長
愛媛県警森本部捜査第一課長
高知県瞥察本部警備第一課長
高知県警察本部生活環境課長
高知県瞥藤本部参事官兼捜査第一課長
四国管区警察局広域調整第一課課長補佐
四国管区警察局広域調整第二課課長補佐
香川県警察本部公安課課長補佐
香川県警森本部生活環境課長

法務省
高松高等鱒秦庁検事
関係地方検察庁検事
高松入国管理局総務課長
高松入国管理局首席審査官
高松入国管理局首席入国警備官

厚生労働省
香川労働局労働基準部監督課長
香川労働局職業安定部職業対策課長

〔陪席〕
各県労働局職業安定部職業対策課課長補佐
関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督官

別表2−8 九州地区

警察庁
九州管区警察局広域調整第一課長
九州管区警察局広域調整策二課長
福岡県曹森本部外事課長
福岡県替察本部生活安全総務課長
沖縄県響森本部外事課長
沖縄県警察本部生活安全保安課長
〔陪席〕
佐賀県響察本部警備第一課長
佐賀県警察本部生活安全企画課長
長崎県警察本部外事課長
長峰県警察本部生括安全企画課長
熊本県警察本部警備第一課長
熊本県警察本部生活安全企画課長
大分県啓森本部警備第一課長
大分県警察本部生活安全企画課長
宮崎県響察本部警備第一課長
宮崎県響森本部生活環境課長
鹿児島県警察本部公安課長
鹿児島県響察本部生活安全企画課長
九州管区警察局広域調整第一課課長補佐
九州管区警察局広域調整第二課課長補佐
福岡県警察本部外事課課長補佐
福岡県警察本部生括安全総務課課長補佐
福岡県警察本部警務喪課長補佐

法務省
福岡高等検察庁検事
関係地方検察庁検事
福岡入国管理局総務課長
福岡入国管理局首席審査官

厚生労働省
福岡労働局労働基準部監督課長
福岡労働局職業安定部職業対席課長
沖縄労働局職欝安定部職業対策課長

（入国・在留審査部門）

福岡入国管理局首席入国替備官
福岡入国管理局那覇支局首席入国警備官
〔陪席〕
福岡入国管理局統括入国警備官
（違反調査担当）

福岡入国管理局鹿児島出張所長

〔陪席】
各県労働局職業安定部職菓対策課課長補佐
関係労働局労働基準部地方労働基準監察監督官

別表3−1北海道地区

響秦庁

法務省

厚生労働省

北海道警察本部外事課長

札幌入国管理局総務課長

北海道労働局労働基準部監督課長

北海道警察本部生活安全企画課長

札幌入国管理局首席審査官

北海道労働局職業安定部職業対策課長

札幌入国管琴局首席入国啓備官

別表3−2東北地区

警察庁

汝務省

厚生労働省

東北管区響薬局広域調整第一課長

仙台入国管理局総務課長

宮城労働局労働基準部監督課長

東北管区警察局広域調整第二課長

仙台入国管理局首席審査官

宮城労働局職業安定部職業対策課長

宮城県警察本部外事課長

仙台入国管理局首席入国響備官

宮城県響凛本部生活環境課長

別表3−3 関東地区

警察庁

法務省

厚生労働省

関東管区警察局広域調整第一課長

東京入国管理局総務課長

東京労働局労働基準部監督課長

関東管区警察局広域調整第二課長

東京入国管理局首席審査官

東京労働局職業安定部職業対策・課長

（審査管理部門）

警視庁保安課長

東京入国管理局首席入国啓備官

響視庁組織犯罪対贋本部組織犯罪対策室長

（企画管理部門）

別表3−4 中部地区

警察庁

汝務省

厚生労働省

中部管区警察局広域調整第一課長

名古屋入国管理局総務課長

愛知労働局労働基準部監督課長

中部管区警察局広域調整第二課長

名古屋入国管理局首席審査官

愛知労働局職業安定部職業対策課長

愛知県瞥森本部外事課長
愛知県警察本部生活経済課長

（就労・永住審査部門）

名古屋入国管理局首席入国警備官
（企画管理・処遇・執行部門）

別表3−5 関西地区

警察庁

法務省

厚生労働省

近畿管区警察局広域調整策「課長

大阪入国管理局総務課長

大阪労働局労働基準部監督課長

近畿管区響療局広域調整策二課長

大阪入国管理局首席審査官

大阪労働局職業安定部職業対策課長

大阪府警森本部外草深長
大阪府警森本部生活経済課長

（審査管理部門）

大阪入国管理局首席入国警備官
（企画管理部門）

別表3−6 中国地区

警察庁

法務省

厚生労働省

中国管庭響薬局広域調整策一課長

広島入国管理局総務課長

広島労働局労働基準部監督課長

中国管区警察局広域調整第二課長

広島入国管理局首席審査官

広島労働局職業安定部職業対策課長

広島県響察本部国際犯罪対策室長
広島県警察本部外事課長
広島県警察本部生活環境課長

（入国・在留審査部門）

広島入国管理局首席入国警備官

別表3−7 四国地区

瞥轟庁

法務省

厚生労働省

四国管区警察局広域調整第一課長

高松入国管理局総務課長

香川労働局労働基準部監督課長

四国管区警察局広域調整第二課長

高松入国管理局首席審査官

香川労働局職業安定部職業対策課長

香川県警察本部公安課長

高松入国管理局首席入国警備官

香川県督森本部生活環境課長

別表3−8 九州地区

警察庁

法務省

厚生労働省

九州管区警察局広域調整第一課長

福岡入国管理局総務課長

福岡労働局労働基準部監督課長

九州管区警察局広域調整第こ課長

福岡入国管理局首席審査官

福岡労働局職業安定部職業対策課長

福岡県警察本部外事課長
福岡県警察本部生活安全総務課長

（入国・在留審査部門）

福岡入国管理局首席入国警備官

別表3−9沖縄地区

警察庁

法務省

厚生労働省

沖縄県警察本部外事課長

福岡入国管理局那覇支局総務課長

沖縄労働局労働基準部監督課長

沖縄県警察本部生活安全保安課長

福岡入国管理局那覇支局首席審査官

沖縄労働局職業安定部職業対策課長

福岡入国管理局那覇支局首席入国警備官

○不法就労等外国人労働者問題地方協議会設置要綱 新旧対照表

別表2−2 東北地区
旧（平成15年3月5日改正）

新（平成16年5月26日改正）
○警察庁

○警察庁

〔陪席〕

〔陪席〕

青森県警察本部警備第一課長

青森県警察本部警備第一課長

青森県警察本部生活保安課長

青森県警察本部生活保安課長

青森県警森本部刑事企画課長【追加】
岩手県警察本部公安課長

岩手県警察本部公安課長

岩手県警察本部生活保安課長

岩手県響察本部生活保安課長

秋田県警察本部警備第一課長

秋田県警察本部警備第一課長

秋田県警察本部生活安全企画課長

秋田県警察本部生活安全企画課長

山形県警察東部警備第一課長

山形県警察本部警備第一課長
長

山形県警察本部生活安全企画課長

福島県警察本部公安課長

福島県警察本部公安課長

福島県警察本部生活環境課長

福島県警察本部生活環境課長

東北管区警察局広域調整第一課課長補佐

東北管区警察局広域調整第一課課長補佐

東北管区警察局広域調整第二課課長補佐

東北管区警察局広域調整第二課課長補佐

宮城県警察本部外事課課長補佐

宮城県警察本部外事課課長補佐

宮城県警察本部生活環境課課長補佐

宮城県警察本部生活環境課課長補佐

別表2−3 関東地区
旧（平成15年3月5日改正）

新（平成16年5月26日改正）
q警察庁

0警察庁

〔陪席〕

〔陪席〕

茨城県警察本部公安第二課長
茨城県警察本部生活安全総務課長
栃木県警察本部警備第一課長
栃木県警察本部生活安全企画課長
本部鱒織犯罪対策課長【組織改編】

茨城県管察本部公安第二課長
茨城県警察本部生活安全総務課長
栃木県警察本部警備第一課長
栃木県警察本部生活安全企画課長
栃木県警察本部捜査第∵課長

群馬県警察本部警備第一課長

群馬県警察本部警備第一課長
群馬県警察本部生洒安全企画課長

群馬県警察本部生活安全企画課長

埼玉県警察本部外事課長

埼玉県警察本部外事課長

埼玉県警察本部生活経済課長

埼玉県警察本部生活経済課長

埼玉県警察本部生活安全課長

埼玉県警察本部生活安全課長

千葉県警察本部外事課長

千葉県警察本部外事課長
集県警察本部生活環境課長

子婁県警察本部生活安全総務課長

【業務移管】

神奈川県警療本部外事課長

神奈川県警察本部外事課長

神奈川県警察本部生活経済課長

神奈ノり県警察本部生活経済課長

新潟県警察本部外事課長

新潟県警察本部外事課長

新潟県警察本部生活保安課長

新潟県警察本部生活保安課長

山梨県警察本部国際対策課長
山梨県警察本部生活安全企画課長

山梨県警察本部国際対策課長
山梨県警察本部生活安全企画課長

長野県警察本部警備第一課長

長野県警察本部警備第一課長

長野県警察本部生活安全企画課長

警視庁保安課係長

長野県警察本部生活安全企画課長
関東管区警察局広域調整第岬課課長補佐
関東管区警察局広域調整第二課課長補佐
警視庁保安課係長

警視庁組織犯罪対策本部係長

警視庁組織犯罪対策本部係長

○法務省

○法務省

関東管区警察局広域調整第

関東管区警察局広域調整第二課課長補佐

〔陪席〕

〔陪席〕

東京入国管理局統括審査官（就労審査部門）

東京入国管理局統括審査官（就労審査部門）

東京入国管理局統括審査官（実態調査部門）

東京入国管理局統括審査官（実態調査部門）

東京入国管理局鹿括入国警備官（調査企画部門，琴李金庫担当）【追加】
東京入国管理局統括入国警備官（調査第一部門，摘発企画担当）
東京入国管理局統括入国警備官（調査第二部門，特別調査企画担当）

東京入国管理局統括入国警備官（調査第二部門，摘発企画担当）

東京入国管理局さいたま出張所長

東京入国管理局統括入国警備官（調査第二部門，特別調査企画担当）
東京入国管理局横浜支局首席入国警備官
東京入国管理局成田空港支局首席審査官
東京入国管理局水戸出張所長
東京入国管理局宇都宮出張所長
東京入国管理局高崎出張所長
東京入国管理局さいたま出張所長

東京入国管理局千葉出張所長

東京入国管理局千葉出張所長

東京入国管理局新宿出張所長

東京入国管理局新宿出張所長

東京入国管理局横浜支局首席入国警備官
東京入国管理局成田空港支局首席審査官
東京入国管理局水戸出張所長
東京入国管理局宇都宮出張所長
東京入国管理局高崎出張所長

別表2−4 中部地区
旧（平成15年3月5日改正）

新（平成16年5月26日改正）
○警察庁

○警察庁

〔陪席〕

〔陪席〕

静岡県警察本部外事課長

静岡県警察本部外事課長

静岡県警察本部生活環境課長【組織改編】

静岡県警察本部生簿安全企画課重

富山県警察本部公安課長

富山県警察本部公安課長

富山県警察本部生活安全企画課長

富山県警察本部生活安全企画課長

石川県警察本部公安課長

石川県警察本部公安課長

石川県警察本部生活安全企画課長

石川県警東本部生活安全企画課長

福井県警察本部公安課長
本部生活環境課長

福井県警察本部公安課長

部生活安全企画課長

【組織改編】

岐阜県警察本部警備第一課長

岐阜県警察本部警備第一課長

岐阜県警察本部生活安全総務課長

岐阜県警察本部生活安全総務課長

三重県警察本部警備第一課長

三重県警察本部警備第一課長

本部生活保安課畳【組織改編】

三重県警察本部生活安全企画巌畳

本部国際対策課長【組織改編】

三重県警察本部国際捜査室真

中部管区警察局広域調整第〜課課長補佐

申部管区警察局広域調整第一課課長補佐

中部管区警察局広域調整第二課課長補佐

中部管区警察局広域調整第二課課長補佐

愛知県警察本部外事課課長補佐

愛知県警察本部外事課課長補佐

愛知県警察本部生活経済課課長神佐

愛知県警察本部生活経済課課長補佐

愛知県警察本部保安課課長補佐

愛知県警察本部保安課課長補佐

別表2−5 関西地区
旧（平成15年3月5日改正）

新（平成16年5月26日改正）
○警察庁

○警察庁

〔陪席〕

〔陪席〕

滋賀県警察本部警備第一課長
生活愛全企画課長【組織改編】

滋賀県警察本部警備第一課長

滋賀県警療東部

滋賀県警察本部生活保安課長

滋賀県国際犯罪対策室長
京都府警察本部外事課長
京都府警察本部生活安全企画課長

滋賀県国際犯罪対策室長
京都府警察本部外事課長
京都府警察本由生活安全企画課最

京都府警察本部刑事企画課長

京都府警察本部刑事企画課長

兵庫県警察本部外事課長

兵庫県警察本部外事課長

兵庫県警察本部生活安全企画課長

兵庫県警察本部生活安全企画課長

奈良県警察本部組織犯罪対策第

本部外国人組織犯罪

一課長【組織改編】

対策担当参事官

奈良県警察本部警備第一課長

奈良県警察本部警備第一課長

良県警療養新生活安全企画課長

本部生活環境課長【組織改編】

和歌山県警察本部公安課長

和歌山県警察本部公安課長

和歌山県警察本部生活安全企画課長

和歌山県警察本部生活安全企画課長

和歌山県警察本部来日外国人組織犯罪対策室長

和歌山県警察本部来日外国人組織犯罪対策室長

近畿管区警察局広域調整第一課課長補佐

近畿管区警察局広域調整第一課課長補佐

近畿管区警察局広域調整第二課課長補佐

近畿管区警察局広域調整第二課課畢補佐

大阪府警察本部外事課課長補佐

大阪府警察本部外事課課長補佐

大阪府警察本部生活経済課課長補佐

大阪府警察本部生活経済課課長補佐

大阪府警察本部保安第一課課長補佐

大阪府警察本部保琴第一課課長補佐

大阪府警察本部国際捜査課課長補佐

大阪府警察本部国際捜査課課長補佐

犯罪対策担当管理室【追加】

；t‥l織弓

別表2−6 中国地区
旧（平成15年3月5日改正）

新（平成16年5月26日改正）●
○警察庁

0警察庁

中国管区警察局広域調整第一課長

中国管区警察局広域調整第一課長

中国管区警察局広域調整第二課長

中国管区警察局広域調整第二課長

広島県警察本部国際犯罪対策室長【名称変更】

広島県警察本部国際犯罪対策推進室長

広島県警察本部外事課長

広島県警察本部外事課長

広島県警察本部生活環境課長

広島県警察本部生活環境課長

〔l琉腑〕

〔陪席〕

鳥取県警察本部警備第一課長

鳥取県警察本部警備第一課長

鳥取県警察本部生活安全企画課長

鳥取県警察本部生活安全企画課長

島根県警察本部警備第一課長
生活保安課量

島根県警察本部警備第一課長
【組織改編】

岡山県警察本部外事課長
岡山県警察本部生活環境課長【組織改編】

島根県警察本部生活安全企画課長
岡山県警察本部外事課長
本部生活安全企画課長

山口県警察本部外事課長

山口県警察本部外事課長

山口琴警察本部生活安全企画課長

山口県警凛本部生活安全企画課長

中国管区警察局広域調整第一課課長補佐

中国管区警察局広域調整第岬課課長補佐

中国管区警察局広域調整第二課課長補佐

中国管区警察局広域調整第二課課長補佐

広島県警察本部外事課課長補佐

広島県警察本部外事課課長補佐

広島県警察本部生活環境課課長補佐

広島県警察本部生活環境課課長補佐

別表2−7 四国地区
新（平成16年5月26日改正）

旧（平成15年3月5日改正）

○警察庁
四国管区警察局広域調整第一課長

0警察庁
四国管区警察局広域調整第一課長

四国管区警察局広域調整第二課長

四国管区警察局広域調整第二課長
香川県警察本部公安課長

香ノ！i県警察本部公安課長

香川県響察本部生活環境訣長【組織改編】

香川展警察本部生蔭安全企画課長

〔陪席〕

〔陪席〕

徳島県警察本部公安課長
徳島県警察本部生活安全企画課長
徳島県警察本部国際・組織犯罪対策室長

徳島県警察本部公安課長

愛媛県警察本部公安課長
愛媛県警察本部生活安全企画課長

徳島県警察本部生活安全企画課長
徳島県警察本部国際・組織犯罪対策室長
愛媛県警察本部公安課長
愛媛県警察本部生活安全企画課長

愛媛県警察本部捜査第一課長

愛媛県警察本部捜査第一課長

高知県警察本部警備第一課長

高知県警察本部警備第一課長
【組織改編】

長【組織改編】

本部参尊官蒐捜査第二課

四国管区警察局広域調整策一課課長補佐
四国管区警察局広域調整第二課課長補佐
香ノり県警察本部公安課課長補佐
香川県警察本部生蒔郷長

【組織改編】

部生活安全企画課長

高知県響森本部組織犯罪対策室指導官
四国管区警察局広域調整第一課課長補佐
四国管区警察局広域調整第二課課長補佐
香川県警察本部公安課課長補佐
香川県警察本部生活安全企画課課長補佐

別表2−8 九州地区
旧（平成15年3月5日改正）

新（平成16年5月26日改正）
○警察庁

○警察庁

〔陪席〕

〔陪席〕

佐賀県警察本部警備第一課長
佐賀県警察本部生活安全企画課長

佐賀県警察本部警備第一課長
佐賀県警察本部生活安全企画課長

長崎県警察本部外事課長

長崎県警察本部外事課長

長崎県警察本部生活安全企画課長

長崎県警察本部生活安全企画課長

熊本県警察本部警備第一課長

熊本県警察本部警備第一課長
熊本県警察本部生括安全企画課長
大分県警察本部警備第一課長
大分県警察本部生活安全企画課長

熊本県警察本部生活安全企画課長
大分県警察本部警備第一課長

大分県警察本部生活安全企画課長
宮崎県警察本部警備第一課長
宮崎県警察本部生活環境

課長【組織改編】

宮崎県警察本部警備第一課長
宮膝県警察本部生活安全企画課長

鹿児島県警察本部公安課長

鹿児島県警察本部公安課長

鹿児島県警察本部生活安全企画課長

鹿児島県警察本部生活安全企画課長
九州管区警察局広域調整策一課課長補佐
九州管区警察局広域調整第二課課長補佐

九州管区警察局広域調整第一課課長補佐
九州管区警察局広域調整第二課課長補佐
福岡県警察本部生活安全総務課課長補佐

福岡県警察本部外事課課長補佐
福岡県警察本部生活安全総務課課長補佐

福岡県警察本部警務課課長補佐

福岡県警察本部警務課課長補佐

福岡県警察本部外事課課長補佐

別表3−6 中国地区
旧（平成15年3月5日改正）

新．（平成16年5月26日改正）
○警察庁

○警察庁

中国管区警察局広域調整第一課長
中国管区警察局広域調整第二課長

中国管区警察局広域調整第一課長
中国管区警察局広域調整第二課長

広島県警察本部国際犯罪対策室長【名称変更】

広島県響察木部国際犯罪対策推進室長

広島県警察本部外事課長

広島県警察本部外事課長

広島県警察本部生活環境課長

広島県警察本部生活環境課長

別表3−7 四国地区
旧（平成15年3月5日改正）

新（平成16年5月26日改正）
○警察庁

○警察庁

四国管区警察局広域調整第一課長
四国管区警察局広域調整第二課長

四国管区警察局広域調整第一課長
四国管区警察局広域調整第二課長

香川県警察本部公安課長

香川県警察本部公安課長

香川県警察本部生活環境課長【組織改編】

部生活安全企画課長

