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はじめに

　近年、タイでは外国人労働者が急増し、2007

年には全労働者人口3800万人のうち、外国人労

働者は180万人で、その割合は 5 %にも上って

いる。特に、近隣 3 か国（カンボジア、ラオ

ス、ミャンマー：CLM諸国）からの非熟練労

働者の流入が多く、 近では特にミャンマー人

労働者の管理のあり方が問題となっている。本

稿では、2008年の「仏暦2551年外国人就労法⑴」

制定に至るまでのタイにおける外国人労働者政

策の変遷を紹介する。

Ⅰ　タイにおける外国人労働者

1　1970年代までのタイへの移民の流れ

　東南アジア大陸部に位置するタイには、古く

から多くの移民が流入してきた⑵。19世紀、タ

イへ流入してきた移民の多くは中国人労働者で

あり、彼らは主に運河や鉄道の建設に携わる非

熟練労働者であった。1909年のバンコクの人口

統計資料では、162,505人の中国からの移民が

報告されている。当時のタイには、中国移民以

外にも貿易や布教などを目的に、インド、西欧

諸国、マレーシアなどからも移民が流入してい

た。ラーマ 5 世の時代⑶には年間の移民人口を

制限する法律が制定されるなど、当時のタイ政

府が移民管理の必要性を感じていたことがわか

る。また、シャン、モン、カレンなどの山岳少

数民族が国境地域に流入したのもこの時代とい

われている。

　第二次世界大戦後、インドシナ半島を戦火に

巻き込んだインドシナ戦争の結果、タイには近

隣諸国から大量の難民が流入した。難民のなか

には、自国への帰還や第三国への出国の道をと

らず、そのままタイに居住し続ける者も多く、

1995年の時点で、1959年以降難民として流入し

たベトナム難民42,000人、その他のインドシナ

諸国からの難民13,000人、1976年以前にビルマ

（当時）から流入したビルマ人が8,000人、1976

年以降に同じくビルマから流入したビルマ人

100,000人がいたと推定されている。

タイにおける外国人労働者政策

─政策の変遷と「仏暦2551年（2008年）外国人就労法」─

海外立法情報課　　大友　有

⑴　「仏暦2521年（1978年）外国人就労法（2001年改正）」を全面的に改正したもの。

⑵　この節は、以下の資料を参照した。Yongyuth Chalamwong, “Government Policies on International Migration: 
Illegal Workers in Thailand”, International Migration in Southeast Asia , Singapore: Institute of Southeast 
Asia Studies, 2004, pp.354-358.

⑶　ラーマ 5世（チャクリー王朝第 5 代国王、チュラロンコン王）の在位は、1868年－1910年。
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2 　1980年代以降のタイの経済成長と外国人労

働者の流入

　1980年代に入ると、それまでとは異なる要因

により移民が流入するようになった。すなわ

ち、急速に経済成長するタイで働き口を見つけ

ようとする近隣諸国からの労働者たちの流入で

ある。1988年に成立したチャチャーイ政権⑷

は、「インドシナ半島を戦場から市場へ」をス

ローガンとしてインドシナ諸国間の貿易促進政

策をとり、これによりタイは急速に経済成長を

遂げた。その結果、タイと近隣のCLM諸国と

の間の経済格差が急速に広がる一方、タイ国内

の農業や漁業において労働者不足が深刻化する

という問題が生まれた⑸。タイの経営者たち

は、賃金の安価な外国人の非熟練労働者を雇用

する傾向が強くなり、CLM諸国から流入する

労働者が急激に増加するという結果⑹をもたら

したのである。

　しかし、1950年に制定された「入国管理法」

と1978年に制定された「仏暦2521年外国人就労

法」では、外国人労働者の熟練労働分野への就

労は認めているものの、非熟練労働分野への就

労を禁止していたため、タイに流入した大量の

外国人労働者たちは、不法就労者という立場で

安価な労働力を提供し、タイ経済はその労働力

に支えられて発展するという構造が出来上がっ

ていったのである。

Ⅱ　タイにおける外国人労働者政策の変遷

1　2000年以前の外国人労働者政策－一貫性の

ない政策決定

　前述のとおり、タイでは、1960－70年代に近

隣諸国の内戦を逃れてタイに流れ込んだ難民に

加えて、1980年代以降、CLM諸国からの非熟

練労働者が不法就労者として流入し、彼らの労

働力はタイ経済の急速な発展を支える役目を担

ってきた。タイ政府は、これらの増え続ける外

国人労働者に対し、どのような管理政策をとっ

てきたのであろうか。

　タイ政府の外国人労働者の管理政策は、必ず

しも首尾一貫したものではなかった。2001年ま

で外国人労働者の管理を専門に担う機関は設置

されておらず、外国人労働者に関する政策は、

数度にわたる閣議決定により示され、国家安全

保障評議会（Offi ce of National Security Council）
と労働省により実施されるというかたちをとっ

てきた。

　タイ政府が、急増するCLM諸国からの労働

者に対する管理政策を初めて打ち出したのは、

1992年 3 月17日付けの閣議決定においてであっ

た。この閣議決定により、ミャンマー国境地域

10県における外国人労働者に対し登録制が導入

され、706人のミャンマー人労働者が 1 年間有

効の外国人労働者登録を行った⑺。翌93年に

は、沿岸22県に対象地域を拡大し、漁業及び水

産加工業を含む 7つの業種が対象となり、その

後、対象地域と業種は2000年 8 月29日付けの閣

議決定により、37県、18業種へと拡大された。

　しかし、1992年から2000年までの間の外国人

労働者管理政策は、外国人労働者管理について

の経験不足から、対象となる地域、業種、労働

許可期限について、それぞれ首尾一貫したもの

とは言い難く、短期的で柔軟性に乏しく、また

⑷　チャチャーイ政権（1988年－1991年）は、文民政権としてタイの経済成長をけん引した。

⑸　1970年代から、タイは非熟練労働者の送り出し国となっており、すでにタイ国内の非熟練労働者は減少してい

た。

⑹　Yongyuth, op.cit .（2）, p.355.　国境10県における外国人労働者数は、1993年の200,000人から1995年には400,000
人に増加していたと推定され、特に、ミャンマーからの労働者は820,000人に上っていたといわれている。

⑺　Pungpond Rukumnuaykit, A Syntheses Report on Labour Migration Policies, Management and 
Immigration Pressure in Thailand , Bangkok: ILO Regional Offi ce for Asia and the Pacifi c, 2009, p.21.
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タイにおける外国人労働者政策　―政策の変遷と「仏暦2551年（2008年）外国人就労法」―

その決定の根拠も明確ではなかった⑻。

　この期間に実施されていた政策は、外国人労

働者の登録者数の減少、すなわち、不法就労の

外国人労働者の増加という現象を招いたのであ

る。1996年から2000年までの間の統計を比較し

てみると、外国人労働者の再登録者数（前年に

外国人労働者登録を行い、期限切れにより次の

年に再登録した者）が372,000人から99,650人
に激減した一方で、2001年に登録の条件を緩和

して実施された外国人労働者の登録キャンペー

ン後の登録者数は568,285人に跳ね上がってい

る⑼。これは煩雑な登録手続と手数料による経

済的負担が要因となり、外国人労働者登録を避

け、不法就労者の立場で就労していた外国人労

働者が年々増加していたことを意味している。

雇用主は、不法就労の外国人労働者を雇用する

ことが違法であることを知りながら、当局に通

報されることも恐れずに不法就労の外国人労働

者を雇用していたのであり、関係者間における

何らかの腐敗行為が行われていた可能性も指摘

されている⑽。

2 　2001年以降の外国人労働者政策－タクシン

政権による管理政策

　2001年、タクシン・シナワットを首相とする

新政権が誕生し、外国人労働者の管理政策にも

大きな転換をもたらした。2001年 8 月28日付け

の閣議決定により、外国人労働者に対し、全て

の地域における全ての業種について就労の門戸

が開かれたのである。さらに、外国人労働者管

理政策を制度化し、短期・長期にわたり継続性

をもたせるために、「不法就労者管理委員会

（National Committee on Illegal Worker 
Administration: NCIWA）」が設置された⑾。

NCIWA設置の目的は、すでにタイに違法な状

態のまま居住し就労している外国人労働者を合

法化し、CLM諸国から合法的に外国人労働者

を受け入れるための制度を実施することにあっ

た。

　NCIWAの設置を定めた2001年 8 月28日付け

の閣議決定において、外国人労働者を雇用する

雇用主は、外国人労働者登録の手数料として、

雇用する外国人労働者 1 人につき4,450バーツ

を支払うこととされた⑿。この手数料のうち

3,250バーツは、 6 か月間有効の就労許可証の

発行手数料にあてられ、残りの1,200バーツは

健康診断の費用にあてられた。さらに雇用主が

1,200バーツの手数料を支払うことで、半年間

の就労許可の延長が可能とされた⒀。

　2002年には、すべての地域を対象に漁業と水

⑻　สถาบันวิจัยเพอื่การพัฒนาประเทศไทย, การทบทวนนโยบาย ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และแรงกดดันการนำเข้าแรงงา
นข้ามชาติของประเทศไทย（タイ開発研究所（TDRI）『タイにおける移民労働者管理の政策・戦略・運用と移民圧

力 に 関 す る 再 検 討 』）, ILO Regional Offi ce for Asia and the Pacifi c, 2009, pp.19-20.〈http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_106339.pdf〉　以下、インターネッ

ト情報はすべて2010年 9 月13日現在である。

⑼　ibid ., p.20.
⑽　ibid ., pp.19-20.
⑾　仏暦2544年（2001年）不法就労者管理に関する首相府規則。それより前の2001年 6 月 1 日には、不法就労者の

増大を抑制することを目的として、外国人就労法が改正され、就労許可手続にかかる種々の手数料がそれぞれ

10倍に引き上げられたが、正規の手続を経ずに就労する外国人を助長する結果となった。

⑿　手数料は労働者に支払われる賃金から差し引かれることがほとんどで、4,450バーツは外国人労働者の 1 か月

の賃金に相当する額であった。Maniemai Thongyou, Transnational Labor Migration: A Synthesis Study on 
Migration Policies and Consequences of Migration in Thailand , 2009, p.5.

　〈http://www.trf.or.th/TRFGallery/Upload/Gallery/Documents/Files/1000000009.pdf〉
⒀　この手続は、2003年まで継続して実施されたが、2001年の時点で568,285人あった外国人労働者の登録者数が、

2003年には288,870人に減少している。
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産加工業、農業、そしてその他の業種の非熟練

労働を対象として 2 年間の就労許可を与える許

可制度が導入された。

　2003年、国家安全保障評議会は不法就労の外

国人労働者に関する決定を行った。決定は、タ

イ国内に居住する不法就労の外国人労働者とそ

の家族の人数を抑制すること、就労許可期限の

切れた外国人の帰還を促進することを主な内容

とするものであった。その一方で、CLM諸国

からの労働者を積極的に利用することでタイの

経済発展を促進しようというタクシン政権の政

策方針を背景に、国境地域に外国人労働者が就

労できる仕事を増やし、CLM諸国の労働者が、

毎日国境を行き来して、自国のタイ国境地域に

居住しながらタイで就労することができるよう

なプログラムをつくったことは新しい展開であ

った。

　しかし、このような様々な政策の実施にもか

かわらず、タイ政府は、不法就労の外国人労働

者数の増加を食い止める政策を見出すことはで

きなかった。2004年、NCIWAは 3 つの重要な

内容を含む外国人労働者管理のためのマスター

プランを打ち出した。すなわち、①タイ国内に

いるすべての不法就労の外国人労働者に対し、

外国人労働者登録の機会を与え、タイにおける

一時的な居住と就労を許可⒁すること、②特に

CLM諸国からの労働者に対し、送り出し国の

国籍証明に基づき、労働者の地位決定のための

手続を整えること、③CLM諸国との間で締結

した二国間覚書（MOU）を履行し、CLM諸国

から合法的に外国人労働者をリクルートするこ

と、を内容とするものである。このマスタープ

ランが目的としたのは、不法就労の外国人労働

者を合法化し就労許可を与える一方で、就労許

可期限の切れた労働者の自国への帰還を促し、

不法就労の外国人労働者とその家族の数を抑制

することにあった。

　このプランに基づく外国人労働者登録の一大

キャンペーンは、タイにおける違法外国人労働

者の数を把握することにもつながった。2004年

の時点で、過去 1 年間にタイに居住していた

CLM諸国からの外国人労働者は1,284,924人で、

このうち就労許可申請者は849,525人、外国人

労働者の家族としての登録申請者は335,368人
であった⒂。しかし、このプランにより求めら

れた就労許可申請の手続は非常に煩雑で、就労

許可証を持たない外国人労働者を増やす結果と

なり、不法就労の外国人労働者を合法化すると

いう目的を達成することはできなかったのであ

る。

　2004年には、この他にも、マレーシアやシン

ガポール等の外国人労働者の受入れ国ですでに

実施されている外国人労働者の雇用主への課税

の導入や国境地域における日雇いや季節労働者

の雇用許可制度の導入といった外国人労働者管

理政策も実施されている。

　つぎに、CLM諸国と締結したMOUとその履

行についてみてみよう。

3 　CLM各国との二国間覚書（MOU）の締結と

その成果

　タイ政府は、CLM諸国から流入する外国人

労働者の合法化を図ることを目的に、2001年か

ら近隣のCLM諸国との間に外国人労働者に関

する二国間覚書（MOU）を締結⒃した。MOU
によりCLM各国に求められたのは、タイ国内

に不法に滞在する自国の労働者に対し、国籍証

明の手続を実施しパスポート又はそれに準ずる

正式な身分証明書を発行することと、タイから

の求人にあわせて自国民をリクルートし労働者

⒁　「TR 38/ 1 カード」と呼ばれる外国人労働者就労許可証が発給される。

⒂　สถาบันวิจัยเพอื่การพัฒนาประเทศไทย, op. cit .（8）, p.22.
⒃　2002年10月にラオスと、2003年 5 月にカンボジアと、そして2003年 6 月にミャンマーとMOUを締結。
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タイにおける外国人労働者政策　―政策の変遷と「仏暦2551年（2008年）外国人就労法」―

としてタイに送りこむシステムを作ることであ

る。

　しかし、CLM各国とのMOUが順調に履行さ

れているとは言い難い。労働者のリクルートに

関していえば、2006年の時点で、MOUに基づ

きタイの雇用主が要望した労働者数は、ラオス

人51,100人、カンボジア人17,500人であったの

に対し、タイに労働者として送り込まれたの

は、ラオス人3,400人、カンボジア人600人で、

その後2007年の第 1 四半期にそれに加えて

1,400人のラオス人が送り込まれてきたに過ぎ

なかった⒄。CLM諸国の各政府が自国の労働者

をリクルートし、合法的にタイで就労させると

いうシステムが計画どおりに運用されない背景

には、そのために必要な書類の準備に時間と費

用がかかることや、タイ側の求人情報がコンピ

ューターシステムを利用して相手国に送られる

ものの、CLM諸国ではタイからの求人情報を

得るための情報通信インフラが整備されていな

いといったことが指摘されている⒅。

　さらにMOUによるシステムを利用すること

で労働者が負担する多額の手数料が、MOUに

基づく合法的な労働者の流入を妨げる大きな要

因となっている。例えばラオスでは、 5つのあ

っせん業者のうち 2 つが国営業者であり、その

業者のあっせんを利用してタイで就労した場

合、労働者は、タイで就労して得られると見込

まれる収入の15%をあっせん手数料として支払

わなければならず、そのうえパスポート発行手

数料や健康診断費用など他にも費用がかかる可

能性がある。また、一方でタイの雇用主は、

15,500バーツのあっせん手数料の半額を事前に

ラオスのあっせん業者に支払い、労働者がタイ

に到着した時点で残りを支払うことになってい

るが、そのあっせん手数料は、タイで就労する

ラオス人労働者の賃金から差し引かれているの

である⒆。タイ国境地域に居住するラオス人労

働者にとって、MOUに基づくあっせん業者を

利用してタイで就労するよりも、 1 日10バーツ

の 1 日有効の通行許可証で国境を越え、そのま

ま不法滞在を続けて就労するメリットの方が大

きいのである。

　2009年の統計では、内務省に外国人労働者と

して登録をしているCLM諸国からの外国人労

働者約130万人のうち、ミャンマー人は1,079,991
人、カンボジア人は124,902人、ラオス人は

111,039人だったが、MOUに基づき入国し就労

している労働者は、カンボジア人が3,543人、

ラオス人が4,027人⒇となっており、この数字か

らもMOU締結による外国人労働者の管理が成

果を挙げていないことがわかる。

　このように、MOUの履行についてみても、

2004年にNCIWAが打ち出したマスタープラン

は、不法就労の外国人労働者を合法化し、不法

就労の外国人労働者とその家族の数を抑制する

という当初の目的を達成する結果には至ってい

ないのである。

Ⅲ　仏暦2551年外国人就労法

　これまでみてきたように、タイの外国人労働

者の管理政策は、閣議決定やNCIWAにより

CLM諸国からの非熟練労働者の受入れと合法

化という方向に向かってきたが、2008年、それ

⒄　Maniemai, op. cit .（12）, p.7.
⒅　สถาบันวิจัยเพอื่การพัฒนาประเทศไทย, op. cit .（8）, p.22.
⒆　Maniemai, op. cit .（12）, p.8.
⒇　Pracha Vasuprasat, “Draft Agenda for Labour Migration Policy in Thailand”, Bangkok: ILO, 2010, p.11. 
（2010年 2 月23日、タイ・バンコクにおいて開催された ILO主催セミナー“ILO/Japan－MOL National 
Seminar on Agenda for Labour Migration in Thailand”資料。）



130 外国の立法 246（2010.12）

までの「仏暦2521年（1978年）外国人就労法（2001

年改正）」を全面的に改正した「仏暦2551年（2008

年）外国人就労法」を制定した。同法の制定理

由には、世界経済情勢の変化に旧法が対応して

いないこと、また、タイ経済において外国人労

働者の労働力が不可欠であることが挙げられて

いる。同法は、これまでCLM諸国からの非熟

練労働者に対して、その都度閣議決定などによ

り実施されてきたそれぞれの制度を 1つの法律

として包括的に規定する内容となっている。

　旧法との比較で大きく異なるのは、 2年間の

就労許可証の発給を認めたこと、また、新た

に、外国人労働者を自国に送還するための基金

の設置や、外国人労働者が就労許可証の発給や

期限延長などについて不服を申し立てることの

できる不服審査委員会の設置を定めたことであ

る。不服審査委員会は、就労許可証を保持する

外国人労働者の労働争議を可能としたもので、

外国人労働者に対し、労働許可証を保持するこ

とへのインセンティブを与える21内容となって

いる。

　また、担当官による不法就労の取締権限を拡

大する（第48条～第50条）と同時に、不法就労

の外国人労働者に対する罰則規定を強化してい

る。すなわち、同法に違反して外国人労働者を

雇用した雇用主に対しては罰金刑だけが科され

る（第54条）のに対し、就労許可証の発給を受

けずに就労する外国人に対しては、懲役若しく

は罰金、又はその両方が科される（第51条）と

規定しているのである。雇用主と比べて労働者

の側に厳しい罰則を科すことで、はたして不法

就労の外国人の数を抑制するに十分な効果を発

揮するのか、不法就労の外国人の数を増加させ

る要因になるのではないか、との指摘22もあ

る。

　外国人が就労可能な業種は、国家の安全保

障、タイ人の就労の機会、そしてタイの経済発

展に必要とされる移民労働者へのニーズを考慮

して定められる（第 7条）としており、一般の

外国人労働者を対象に許可される業種とCLM
諸国からの労働者を対象に許可される業種とを

分けて規定している。CLM諸国からの労働者

については、特定の地域において特定の業種に

限り、一時的に又は季節労働者として就労する

ことを許可する手続を定めており（第14条）、

これは2004年の政策を踏襲する規定といえる。

　一方で、タイの経済発展における海外投資の

重要性に鑑み、投資促進委員会から投資奨励を

受けている企業に就労する外国人については、

一般の外国人労働者とは区別され、その就労許

可証の申請手続が簡素化されている（第12条）。

タイにはCLM諸国からの外国人労働者ばかり

ではなく、日本企業をはじめ、先進諸国の企業

が数多く進出していることから、先進諸国から

流入する労働者の数も多い。この規定は、投資

促進委員会による投資奨励を受ける企業に便宜

を図ることで、外国人労働者はすべて就労許可

の発給を受けなければならないとする規定が海

外からの投資促進を妨げないようにする配慮と

いえよう。

おわりに

　2008年の「仏暦2551年外国人就労法」の施行

後も、タイにおけるCLM諸国からの非熟練労

働者の不法就労問題がなくなったわけではな

い。例えば、CLM諸国からの非熟練労働者に

対する国籍登録期限の設定などは、特にミャン

21　伊藤路子「タイにおける移民労働者管理とその課題」『アジ研ワールド・トレンド』16巻 1 号，2010. 1 , p.11.
22　山田美和「人身取引問題に対するタイの法的枠組みにかんする考察－ミャンマーからタイへの人口流入を背景

として－」『アジア研究』50巻 8 号，2009. 8 , p.38.
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マーからタイに流入している非熟練労働者の問

題をクローズアップした。

　タイにおける外国人労働者、特にCLM諸国

からの労働者の管理政策においてタイ政府に残

されている課題の中で解決が困難であると指摘

されているのは、①タイにおいて合法的に就労

しようとする際に労働者が負う経済的負担の大

きさ、②タイ政府の制度を実施する力に対する

疑問、③労働者の出身国との緊密な連携の 3つ

の点23である。これまで同様、外国人の非熟練

労働者がタイ経済を支える重要な役割を担って

いくことは疑いがない。タイにおける不法就労

の外国人労働者たちは、法律や制度上の問題ば

かりではなく、労働者本人や家族たちが生きる

ために必要とする医療や教育といった問題にも

直面している。外国人労働者に関する法律や制

度を矛盾なく整備、運用し、外国人労働者から

派生する様々な社会問題にどのように対応して

いくのか、今後のタイ政府の外国人労働者政策

の展開が注目される。

 （おおとも　なお）

23　伊藤前掲注21, pp.11-12.
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附則

前文

（略）

第 1章　外国人の就労

第 1節　総則

第 1条～第 4条

（略）

第 5条

　この法律において、次に掲げる用語の意義

は、それぞれ次に定めるとおりとする。

　「外国人」とは、タイ国籍を保持しない自然

人をいう。

　「就労」とは、報酬の有無にかかわらず、身

体、知識を使用することをいう。

　「許可証」とは、就労許可証をいう。

　「許可証の受給者」とは、就労許可を得た外

国人をいう。

　「被雇用者」とは、第15条の規定に基づく省

令で定める第 9条、第11条、第13条第 1項第⑴

号及び第⑵号、及び第14条の許可証を得たもの

をいう。

　「基金」とは、外国人をタイ国から送還する

ための基金をいう。

　「基金委員会」とは、外国人をタイ国から送

還するための基金のための委員会をいう。

　「委員会」とは、外国人就労を審査する委員

会をいう。

　「不服審査委員会」とは、外国人就労に関す

る不服を審査する委員会をいう。

　「担当官」とは、この法律に基づく業務を執

行するため、大臣が任命する者をいう。

　「登録官」とは、局長、並びに許可証の発給

及びこの法律に基づくその他の業務を執行する

ため局長の推薦に基づき大臣が任命する担当官

をいう。

　「局長」とは、雇用局長をいう。

　「大臣」とは、この法律の主務大臣をいう。

第 6条

（略）

第 7条

①　外国人が地域別、時期別に就労することの

できる業務は、国家の安全保障、タイ人の就

労機会及び国家発展のために求められる外国

人労働力の必要性に鑑み、省令で定める。こ

の省令により、一般の外国人と第13条及び第

14条に規定する外国人を区別して定めること

ができる。

②　第 1項の規定は、第12条に規定する外国人

の就労には適用しない。

第 8条

①　熟練労働者又は専門家を除き、タイ国内に

入国し、特定の業種又は特定の性質を有する

仏暦2551年外国人就労法（抄）

海外立法情報課　　大友　有訳

พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
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業種の事業に就労する外国人の数を制限する

ため、大臣は、内閣の承認に基づき、官報に

おいて、熟練労働者又は専門家以外の特定の

業種又は特定の性質を有する業種に就労する

外国人の雇用に対する手数料を定めることが

できる。

②　第 1 項に規定する外国人の雇用を望む者

は、雇用契約締結の 3 日前までに、局長が定

める方式により登録官に通知し、手数料を納

付しなければならない。

③　第 2項の規定に従わない者は、納付すべき

手数料の 2倍の額の手数料を納付しなければ

ならない。

第 2節　就労許可証

第 9条

①　第 7条の規定により労働を行う外国人及び

登録官から許可証を得た外国人を除き、外国

人の就労を禁止する。ただし、入国管理法に

基づき一時的に入国し、15日を超えない必要

かつ緊急な労働に就く外国人が当該労働につ

き登録官に書面により通知した場合について

は、この限りでない。

②～④　（略）

第10条

　第 9条の規定による就労許可の申請を行う外

国人は、タイ国内に在留する者、又は入国管理

法に定める一時入国の許可を得た者でなければ

ならない。当該外国人は、観光旅行者若しくは

通過する者又は省令により禁止される状態であ

ってはならない。

第11条

①　タイ国内の事業に、タイ国外に居住する外

国人を雇用しようとする者は、当該外国人に

代わり、許可の申請及び手数料の納付を行う

ことができる。

②　（略）

第12条

①　投資奨励法その他の法律に基づく外国人の

就労許可については、その法律に基づく許可

を受けた者は、局長が指定する登録官に対

し、当該許可につき、内容を記載した書面に

より速やかに報告しなければならない。

②　第 1 項の報告を受けたときには、登録官

は、通知を受けた日から 7日以内に当該外国

人に対し許可証を発給しなければならない。

③　第 2項に規定する許可証の発給を待つ間、

当該外国人は、登録官による許可証の発給に

関する通知を受領する日まで、第24条の規定

にかかわらず就労することができる。

第13条

①　次に掲げる理由により第 9 条に規定する許

可証を申請する資格のない外国人は、国家の

安全保障及び社会に対する影響に鑑み、委員

会の意見に基づき内閣が定めて官報で公布し

た業種に就労するため、登録官に許可証を申

請することができる。

　⑴　国外退去に関する法律に基づき国外退去

を命じられ、国外退去に代わり、又は国外

退去までの期間に、いずれかの場所で就労

することを許可されていること。

　⑵　入国管理法に基づく許可を受けずにタイ

国内に入国又は在留していた者が、入国管

理法に基づき国外へ退去するまでの待機期

間において、一時的にタイ国内での在留を

許可されていること。

　⑶　1972年12月13日付革命団布告第337号又

はその他の法律に基づき、国籍をはく奪さ

れたこと。

　⑷　タイ国内で出生したが、革命団布告第337

号に基づき、国籍を取得していないこと。
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　⑸　タイ国内で出生したが、国籍法に基づく

タイ国籍を取得していないこと。

②、③　（略）

第14条

①　タイ国と国境を接する国に居住地を有し、

同国の国籍を有している外国人で、入国管理

法に基づき、旅券の代わりとなる文書を所持

してタイ国内に入国する者は、国境に接して

いる地域又は当該地域に隣接する地域に限

り、タイ国内において、特定の業種又はある

特定の性質を有する業種に、所定の期間又は

季節の間、一時的に就労する許可を得ること

ができる。

②　第 1項の規定による就労をしようとする者

は、登録官に対し、旅券に代わる文書を付

し、一時就労のための許可証の申請を行い、

省令で定める手数料を納付しなければならな

い。

③　許可証の発給に際し、登録官は、省令で定

める方式及び手続に基づき、就労を許可する

地域又は場所、就労を許可する期間、業種又

は労働の性質及び当該外国人が就労する雇用

主を記載しなければならない。

④　この規定は、いかなる地域、いかなる国

籍、いかなる業種又はいかなる性質の労働、

いかなる期間又は季節及び内閣が定めた官報

で告示するいかなる条件についても適用す

る。

第15条

①　第 9条、第11条、第13条第 1項第⑴号及び

第⑵号、並びに第14条の規定により、特に省

令で定める労働について就労許可証を発給さ

れた被雇用者は、当該被雇用者の送還費用を

保証するため、基金に納付金を納付する義務

を負い、雇用主は、当該被雇用者の賃金から

納付金を控除して納付する義務を負う。

②、③　（略）

第16条～第19条

（略）

第20条

①　被雇用者を送還させる場合、基金は、その

費用を支出しなければならない。

②　（略）

第21条

①　この法律に基づき発給された許可証は、発

給の日から 2年を超えない期間において有効

とする。ただし、第12条の規定により外国人

に発給された許可証は、当該法律に基づき就

労を許可された期間において有効とする。

②　第 1項の規定による有効期間は、入国管理

法に定めるタイ国内に在留する期間の延長に

影響するものではない。

第22条

（略）

第23条

①　許可証の有効期間が終了する前に、許可証

の受給者が当該就労を継続しようとするとき

は、登録官に対し許可証の有効期間の延長を

申請しなければならない。

②　第 1項に規定する申請を行ったとき、有効

期間延長の申請者は、登録官が許可証の期間

延長を認めないことを決定をするまで就労す

ることができる。

③　許可証の有効期間の延長は、 1 回の申請に

つき 2年を超えないものとし、外国人のタイ

国内での定住を防止するため、必要な場合に

のみ認められる。また、第13条第 1項第⑴号

及び第⑵号の規定に基づく外国人の場合、許

可証の有効期間の延長は 4年を超えないもの
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とする。ただし、内閣による別段の定めのあ

る場合にはその限りではない。

④　許可証の有効期間の延長の申請及び許可

は、省令に定める基準と手続によらなければ

ならない。

第24条

　許可証の受給者は、担当官又は登録官に提示

することができるように、就労中常に許可証を

携帯し又は就労場所に携行しなければならな

い。

第25条

（略）

第26条

①　許可証の受給者は、許可を受けた業種又は

性質、雇用主、地域又は場所及び条件に従っ

て就労しなければならない。

②　許可証の受給者が、業種又は性質、雇用

主、地域又は場所及び条件の変更又は追加を

望むときは、登録官による許可を受けなけれ

ばならない。

③　許可の申請及び許可は、省令に定める基準

と手続きによらなければならない。

第27条

　許可証に明記されている地域又は場所で許可

証に明記されている業種又は性質に基づき就労

するために就労許可証を有する外国人を除き、

外国人を雇用してはならない。

第28条

　許可証の受給者が許可の条件に違反し、又は

従わないときには、登録官は、許可証を取り消

すことができる。

第 2章　外国人送還基金

第29条

　雇用局内に「外国人送還基金」と称する基金

を設ける。同基金は、この法律、入国管理法及

び国外退去に関する法律のいずれかに基づき、

本国に送還される被雇用者、外国人、及び国外

退去処分を受けた者の送還費用のための基金と

する。

第30条

（略）

第31条

①　基金は次に掲げる目的のために使用され

る。

　⑴　この法律に基づく被雇用者の送還に必要

な費用

　⑵　第18条の規定に基づく被雇用者に対する

返還金及び返還に必要な費用

　⑶　入国管理法に基づく外国人の送還に必要

な費用

　⑷　国外退去に関する法律に基づく国外退去

処分を受けた者の送還に必要な費用

　⑸、⑹　（略）

②　（略）

第32条

①　基金委員会は、労働省次官を委員長、雇用

局長を副委員長とし、入国管理局の長、外務

省代表、 高検察庁代表、予算局代表、行政

局代表、中央会計局代表、社会開発福祉局代

表、並びに内閣の承認に基づき、労働、財

政、工業、及び法律の分野の専門家から大臣

が選任する 7名を超えない有識者により構成

される。

②、③　（略）
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第34条～第36条

（略）

第37条

①　基金委員会は次に掲げる権限を有する。

　⑴　基金の目的に基づき、基金の毎年度支出

の方針、基準、条件及び優先順位を決定す

ること。

　⑵　被雇用者、外国人又は国外退去処分を受

けた者の送還に必要な費用について国籍別

の算定基準を決定すること。

　⑶　基金の目的及び第⑴号で定める方針、優

先順位に基づき、資金の配分を審査するこ

と。

　⑷　被雇用者、外国人又は国外退去処分を受

けた者の送還費用を立て替える関係機関へ

の資金配分を審査すること。

　⑸、⑹　（略）

②、③　（略）

第38条～第40条

（略）

第 3章　外国人就労審査委員会

第41条

①　外国人就労審査委員会は、労働次官を委員

長とし、国家経済社会開発委員会事務局長、

国家安全保障評議会事務局長、国家情報局局

長及び検事総長並びに、国防省の代表、外務

省の代表、農業・協同組合省の代表、内務省

の代表、公共福祉省の代表、工業省の代表、

国家警察庁の代表各 1 名、経営者団体の代表

及び被雇用者団体の代表各 3名以内、並びに

内閣の承認に基づき、労働、工業及び法律の

各分野の専門家から大臣が任命する 4名を超

えない有識者により構成される。

②、③　（略）

第42条

　委員会は次に掲げる権限を有する。

　⑴　内閣に対し、外国人就労にかかる政策を

提案すること。

　⑵　内閣又は大臣に対し、この法律に基づく

勅令、省令、規則、告示の公布につき勧告

すること。

　⑶　内閣が定める外国人の就労に関する政策

に従い、外国人の就労に関係する機関の業

務を監視、監督し、協力すること。

　⑷　雇用局によるこの法律の施行が、内閣が

定める政策に合致するよう監督すること。

　⑸　内閣又は大臣が定めるその他の権限を行

使すること。

第43条、第44条

（略）

第 4章　外国人就労不服審査委員会

第45条

①　外国人就労不服審査委員会は、労働次官を

委員長とし、外務省の代表、国家経済社会開

発委員会事務局の代表、 高検察庁の代表、

商業開発局の代表、投資委員会事務局の代

表、国家警察庁の代表、経営者団体の代表及

び被雇用者団体の代表の各 1 名、並びに大臣

が任命する 3名を超えない有識者により構成

される。

②、③　（略）

第46条

①　登録官が、第 9条、第11条、第13条及び第

14条の規定により許可証を発給しないか若し

くは就労を許可しないことを決定したとき、

第23条の規定により許可証の有効期間の延長

をしないことを決定したとき又は第28条の規

定により許可証の取消しを決定したとき、許
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可証受領申請者、許可申請者、許可証の受給

者、又は許可証の取消を受けた者は、それぞ

れ当該通知を受けた日から30日以内に登録官

に文書を提出することにより、不服審査委員

会に対し不服を申し立てる権利を有する。

②　登録官は、許可証を発給しない理由、就労

を許可しない理由、許可証の有効期間の延長

を許可しない理由又は許可証の取消の理由を

付して、申立書を受理した日から 7日以内に

当該申立書を不服審査委員会に提出しなけれ

ばならない。不服審査委員会は、不服審査申

立書を受理した日から30日以内に不服申立て

につき裁定しなければならない。

③　不服申立審査委員会の裁定は 終のものと

する。

④　第23条の規定による許可証の有効期間の延

長の不許可に対する不服申立てをした場合に

は、不服申立人は、不服申立委員会の裁定を

受けるまで就労する権利を有する。

第47条

（略）

第 5章　監督

第48条

　この法律の施行にあたり、局長、登録官及び

担当官は次に掲げる権限を有する。

　⑴　捜査令状又は召喚状をもって、事実関係

を聴取し、関係書類又は証拠を押収するこ

と。

　⑵　外国人が法律に違反し就労しているとき

若しくはその疑いのあるとき、操業時間内

又は操業していると信ずるに足りる時間内

において、日出から日没までの間の立入り

を除き、この法律の規定により裁判所の令

状をもって、捜査のために立ち入ること。

この場合には、局長、登録官及び担当官

は、当該場所の責任者又は関係者から事実

関係を聴取し、関係書類又は証拠を押収す

る権限を有する。

第49条

（略）

第50条

①　この法律の施行にあたり、局長、登録官、

及び担当官は、刑法上の公務員とする。

②　担当官が、この法律に違反し許可証の発給

を受けずに就労する外国人を発見し、当該外

国人を担当官と共に警察署に出頭させようと

した場合において、当該外国人がそれに同意

しないとき又は逃亡したときは、担当官は、

逮捕状なく当該外国人を逮捕し、直ちに捜査

官事務所へ連行する権限を有する。この場合

においては、刑事訴訟法第81条、第81／ 1

条、第82条、第83条、第84条、第85条及び第

86条の規定を準用する。

③　捜査官の捜査を支援するため、大臣は、捜

査の専門知識を有する担当官を任命し、捜査

官と共に刑事訴訟法に基づく捜査を行わせる

ことができる。この場合には、当該担当官

は、この法律に違反する事件の捜査を支援す

る権限を有する。

④　（略）

第 6章　罰則

第51条

①　許可証の発給を受けずに就労する外国人

は、 5年以下の懲役若しくは 2 千バーツ以上

10万バーツ以下の罰金に処し、又はこれを併

科する。

②　第 1項の規定に違反して告発された外国人

が、30日以内で捜査官が定める期間内に出国

し送還されることに同意した場合は、捜査官
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は、国外退去処分を科すことができる。

第52条

　許可証の受給者が、第 9 条、第13条、第14条

又は第26条の規定による条件に違反して就労し

たときは、 2万バーツ以下の罰金に処する。

第53条

　許可証の受給者が、第22条の規定による登録

官への報告を怠ったとき又は第24条に違反した

ときは、 1万バーツ以下の罰金に処する。

第54条

　第27条の規定に違反して外国人を雇用した者

は、 1万バーツ以下の罰金に処する。この場合

において、当該外国人が許可証の発給を受けて

いないとき、雇用する外国人 1人につき 1万バ

ーツ以上10万バーツ以下の罰金に処する。

第55条

　正当な理由なく、捜査令状、召喚状に従わな

い者又は第48条に規定する権限を執行する登録

官又は担当官に対し、事実、関係書類又は証拠

を提出しない者は、 1万バーツ以下の罰金に処

する。

第56条

①　この法律に対する違反行為は、第51条の規

定の違反を除き、大臣が任命する処分委員会

が処分する権限を有する。

②、③　（略）

附則

第57条

①　第 7条の規定により外国人が就労すること

のできる業務を定める省令は、この法律の施

行の日から 2年以内に公布しなければならな

い。

②　（略）

第58条～第60条

（略）

 （おおとも　なお）
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