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□ 外外国国人人材材のの受受入入れれににああたたっっててはは、、適適正正なな労労働働条条件件・・雇雇用用管管理理
のの確確保保やや、、居居住住環環境境のの整整備備にに努努めめままししょょうう。。  

・When you accept foreign human resources, assure appropriate labor conditions and 
employment management, and maintain living environments. 

・在接纳外籍工作人员时，应做到遵守正当的劳动条件·雇佣管理制度以及对居住环境的整修。 

・Khi tiếp nhận lao động người nước ngoài, phải đảm bảo các điều khoản lao động hợp 
lý, có trách nhiệm quản lý sát sao trong quá trình tuyển dụng và sắp xếp chỗ ở cho 
người lao động được tuyển chọn. 

□ 雇雇用用人人材材のの在在留留カカーードドをを確確認認ししままししょょうう。。  
<<<<  不不法法就就労労のの場場合合、、雇雇用用ししたた農農家家もも処処罰罰のの対対象象  >>>>  

・・不不法法就就労労ささせせたた人人「「不不法法就就労労助助長長罪罪」」  

⇒⇒在在留留カカーードドのの確確認認をを怠怠るる等等のの過過失失ががああるる場場合合、、処処罰罰をを免免れれなないい  

農業の働き方改革 

 
 
 
 

□ 「「在在留留カカーードド」」はは常常にに携携帯帯しし、、働働くく前前ににはは雇雇用用主主にに    
確確認認ししててももららいいままししょょうう  

・Carry your residence card and present it to your employer for confirmation prior to your work. 
・请随身携带“在留卡”，被聘用前须提交给工作单位确认。 
・Luôn mang theo thẻ cư trú, Hãy cho nhà tuyển dụng xác nhận trước khi vào làm việc. 

農農家家のの皆皆ささんんへへ  
For Farmers / 致农家各位 / Đôi lời nhắn nhủ đến nhà nông.   

外外国国人人労労働働者者のの皆皆ささんんへへ  
For Foreign Workers / 致外籍工作人员 / Gửi các bạn lao động người nước ngoài 

長長    野野    県県  
（ Nagano Prefectural Government / 长 野 县 / Tỉnh Nagano ) 

問問合合せせ（（  CCoonnttaacctt  //  咨咨询询处处  //  LLiiêênn  hhệ  ））  

・農業者：長野県農政部農村振興課     電話 026-235-7245 
・外国人（ For foreign workers / 外籍工作人员 / Gửi các bạn lao động người nước ngoài ） 

：長野県多文化共生相談センター Call 026-219-3068 

協 力 / 長野県警察本部 長野労働局 東京出入国在留管理局 
（作成／令和 3年（2021 年）年 2 月） 

  

 
・・TToo  wwoorrkk  ccoommffoorrttaabbllyy  oonn  aa  ffaarrmm  iinn  NNaaggaannoo  
・・打打造造更更理理想想的的信信州州工工作作环环境境！！  
・・Để  ccôônngg  vviiệcc  ttiiếnn  hhàànnhh  tthhuuậnn  llợii  ttạii  vvùùnngg  nnôônngg  nngghhiiệpp  SShhiinnsshhuu  

 
・・WWee  aasskk  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ooff  oouurr  ffaarrmmeerrss  aanndd  ffoorreeiiggnn  wwoorrkkeerrss..  
・・对对农农家家・・外外籍籍工工作作人人员员的的期期望望  
・・YYêêuu  ccầuu  ccáácc  hhộ  nnôônngg  ddâânn  vvàà  nnggườii  llaaoo  độnngg  nnướcc  nnggooààii..  
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外国人を雇用する農業者の方へ 

不不法法就就労労はは法法律律でで禁禁止止さされれてていいまますす。。不不法法就就労労ししたた外外国国人人だだけけででななくく，，不不法法就就労労ささせせたた農農業業者者

もも処処罰罰のの対対象象ととななりりまますす。。  

在在留留カカーードドはは，，所所持持すするる外外国国人人がが就就労労ででききるるかかどどううかかのの判判別別がが容容易易ににななっってていいまますす。。  

外外国国人人をを雇雇用用すするる際際はは，，ここののリリーーフフレレッットトにに記記載載さされれてていいるる内内容容ををよよくく確確認認しし，，外外国国人人がが不不法法

就就労労ににななららなないいよようう注注意意ししててくくだだささいい。。

 
 

 
 

 
 

 

不不法法就就労労ととはは  不法就労となるのは，次の３つの場合です。

不不法法滞滞在在者者がが働働くくケケーースス  １１

出出入入国国在在留留管管理理庁庁かからら働働くく許許可可  

をを受受けけてていいなないいののにに働働くくケケーースス  ２２  

出出入入国国在在留留管管理理庁庁かからら認認めめらられれたた  

範範囲囲をを超超ええてて働働くくケケーースス  ３３  

（例） 

・・密密入入国国ししたた人人やや在在留留期期限限のの切切れれたた人人がが働働くく

（例） 

・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く

・留留学学生生がが許許可可をを受受けけずずにに働働くく

（例） 

・在在留留特特別別許許可可にに該該当当すするる人人やや資資格格外外活活動動許許可可をを得得

たた留留学学生生等等がが許許可可時時間間をを超超ええてて働働くく（（原原則則週週2288時時間間））

  

農農業業者者もも処処罰罰のの
対対象象ととななりりまますす‼‼  

注注意意！！  
不不法法就就労労ささせせたたりり、、不不法法就就労労ををああっっせせんんししたた人人「「不不法法就就労労助助長長罪罪」」  

⇒⇒３３年年以以下下のの懲懲役役・・330000万万円円以以下下のの罰罰金金

（外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であること
を知らなかったとしても、在留カード等を確認していない等の過失があ
る場合には、処罰を免れません。） 

在留カード、パスポート等を確認してください!

在留カード等は、企業等への勤務や日本人との婚姻などで、入管法上の在留資格をもって適

法に我が国に中長期間滞在する外国人の方が所持するものです。旅行者のように一時的に滞在

する方や不法滞在者には交付されません。 

特別永住者の方を除き、在留カードを所持していない場合は、原則として就労できません。 

 次次ペペーージジのの「「チチェェッッククリリスストト」」でで、、必必ずず確確認認ををししててくくだだささいい。。

長長野野県県農農政政部部農農村村振振興興課課（（TTEELL002266--223355--77224455））  
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農家が外国人労働者を雇うにあたって行う事項 チェックリスト 

１．必ず行う項目 

 在留カードの原本の確認 

 在留カードのコピーの取得 

 在留カードの原本を確認したことの記録化 

 パスポートに添付された資格外活動許可のシールの原本確認 

（留学生、家族滞在等の資格外活動許可で働く場合） 

 パスポートに添付された資格外活動許可のシールのコピーの取得 

（留学生、家族滞在等の資格外活動許可で働く場合） 

 パスポートの添付された指定書の原本確認（特定活動等指定書が発行される場合） 

 パスポートに添付された指定書のコピーの取得 

２．安全性確保のために極力行う項目 

 ICカードリーダーアプリによる在留カードの情報確認 

 ICカードリーダーによる確認結果の保存 

 住民票の写しの提出 

３．その他必要に応じ確認を行う項目 

 在留カード等番号失効情報照会での確認 

 在留カード等番号失効情報照会の照会結果の保存 

 原則週 28時間を超えて働かないことの誓約書の取得 

（在留特別許可や、留学生・家族滞在等の資格外活動許可で働く場合） 

 学生証の原本の確認（留学生の場合） 

 学生証のコピーの取得（留学生の場合） 

 学校への在籍確認（留学生の場合） 

〈IC カードリーダーアプリの利用方法〉 

 

  

 

  

 

 
「在留カード等読取アプリ」をイ

ンストール。 

 

 起動画面を開き、在留カード等

番号を入力して「次に進む」を押

す。案内に沿ってスマートフォ

ンをカードにかざすと、カード

の状況が表示される。 

 

 

①在留カード番号入力 

②「次に進む」を押す 

👉👉
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労働力不足でお困りの農業者の皆様へ

「農業労働力確保緊急支援事業」により作成　　令和４年 3月（公社）長野県農業担い手育成基金

以下の法人・組織では、長野県内における農業の無料職業紹介事業を行っています。
求人募集をご検討の方はお気軽にご相談ください。

※利用希望の場合は、お近くのＪＡにお問い合わせ
   ください。

新規就農相談、農業の職業紹介等を行っています。毎年１月に長野市において「長野県農業法人等就
業フェア」（農業法人・農家の皆様の合同説明会）を開催しています。

公益社団法人　長野県農業担い手育成基金

お問い合わせ先
長野県長野市大字南長野字北石堂町1177－3　JA長野県ビル4階
TEL：026（236）3702   FAX：026（236）2008

お問い合わせ先
ＪＡ長野県農業労働力支援センター
(ＪＡ長野中央会・ＪＡ長野開発機構)
T E L：026-236-2019  
ＦＡＸ：026-236-2008

県・ＪＡグループ等で構成する「ＪＡ長野県農業労働力支援センター」では、農家の皆様の労働力不足を解
消するため、様々なツールや支援方法により農業の人材確保に取り組んでいます。

ＪＡ長野県農業労働力支援センター

農業求人サイト「おいしいを
ずっと！信州農業で働きませんか」

中～長期の正社員、パート・アルバイト
をお探しの方におすすめです

１日農業バイトアプリ「daywork」

特定技能外国人材の活用支援

JA長野開発機構により、組合員農家
の特定技能外国人受入れを支援して
います。受け入れを検討したい方は
ご相談ください。

繁忙期のみの労働力募集におすすめです

求人サイト

利活用ガイドライン

支援紹介ページ

アプリ紹介ページ

E-mail： ninaite@nagano-ninaite.or.jp
ホームページ：http://www.nagano-ninaite.or.jp
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