
【例１】留学生の場合

・３月１０日に、日本語学校を卒業しました。

・３月３１日に、「留学」のビザが終わりました。

・４月１日に、ビザが「短期滞在」になりました。

＊特別定額給付金（¥100,000）は、もらえません😢

・５月２０日に、日本のルールが変わりました。

・５月２１日に、入管で「特定活動」の申し込みをしました。

・５月２９日に、ビザが「特定活動（アルバイトOK）」になりました。

・市役所で、特別定額給付金の申し込みをします。

→特別定額給付金（¥100,000）がもらえます！アルバイトができます！😀

留学
3/31まで
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特定活動
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VISA か とうきょうにゅうかんゆうびん おく ほか にゅうかんにゅうかん い

ビザを「短期滞在」から「特定活動」に変えると、アルバイトができて、¥100,000 がもらえます。
VISA たんきたいざい とくていかつどう か あるばいと

しゅうかん じかん

１週間に28時間まで！

《ビザを変えるとき》●東京入管：郵便で送ります。 ■他の入管：入管に行きます。



【例２-１】技能実習生の場合

・３月３１日に、技能実習（仕事）が終わりました。

・４月１０日に、「技能実習」のビザが終わりました。

・４月１１日に、ビザが「短期滞在」になりました。

＊特別定額給付金（¥100,000）は、もらえません😢

・５月２０日に、日本のルールが変わりました。

・５月２１日に、入管で「特定活動」の申し込みをしました。

・５月２９日に、ビザが「特定活動（６月,  仕事NO ）」になりました。

・市役所で、特別定額給付金の申し込みをします。

→特別定額給付金（¥100,000）がもらえます！😃

技能実習
4/10まで

4/11〜5/28
短期滞在

5/29〜
特定活動

れい ぎのうじっしゅうせい ばあい

がつ にち ぎのうじっしゅう しごと お

がつ にち ぎのうじっしゅう VISA お

がつ にち VISA たんきたいざい

とくべつていがくきゅうふきん

がつ にち にほん RULE か

がつ にち にゅうかん とくていかつどう もう こ

とくべつていがくきゅうふきん
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たんきたいざい

とくていかつどう

しやくしょ とくべつていがくきゅうふきん もう こ

ビザを「短期滞在」から「特定活動」に変えると、¥100,000 がもらえます。
VISA たんきたいざい とくていかつどう か

仕事は
できません！

しごと

がつ にち VISA とくていかつどう ろっかげつ しごと

《ビザを変えるとき》●東京入管：郵便で送ります。 ■他の入管：入管に行きます。

VISA か とうきょうにゅうかんゆうびん おく ほか にゅうかんにゅうかん い



技能
4/10まで

4/11〜5/28
短期滞在

5/29〜
特定活動

ぎのう

たんきたいざい

とくていかつどう

ビザを「短期滞在」から「特定活動」に変えると、¥100,000 がもらえます。
VISA たんきたいざい とくていかつどう か

・３月３１日に、仕事が終わりました。

・４月１０日に、「技能」のビザが終わりました。

・４月１１日に、ビザが「短期滞在」になりました。

＊特別定額給付金（¥100,000）は、もらえません😢

・５月２０日に、日本のルールが変わりました。

・５月２１日に、入管で「特定活動」の申し込みをしました。

・５月２９日に、ビザが「特定活動（６月,  仕事NO ）」になりました。

・市役所で、特別定額給付金の申し込みをします。

→特別定額給付金（¥100,000）がもらえます！😀

【例２-２】技能（料理人）など、例１・２以外の場合
れい ぎのう りょうりにん れい いがい ばあい

がつ にち しごと お

がつ にち ぎのう VISA お

がつ にち VISA たんきたいざい

とくべつていがくきゅうふきん

がつ にち にほん RULE か

がつ にち にゅうかん とくていかつどう もう こ

がつ にち VISA とくていかつどう ろっかげつ しごと

とくべつていがくきゅうふきん

しやくしょ とくべつていがくきゅうふきん もう こ

仕事は
できません！

しごと

《ビザを変えるとき》●東京入管：郵便で送ります。 ■他の入管：入管に行きます。
VISA か とうきょうにゅうかんゆうびん おく ほか にゅうかんにゅうかん い



【例３】技能実習生の場合

・３月３１日に、実習（仕事）が終わりました。

・４月１０日に、「技能実習」のビザが終わりました。

・４月１１日に、ビザが「特定活動（３月, 仕事OK）」になりました。

・５月２０日に、日本のルールが変わりました。

・５月２１日に、入管で「特定活動（６月, 仕事OK）」の申込をしました。

・５月２９日に、ビザが「特定活動（６月, 仕事 OK）」になりました。

＊３月でも６月でも、特別定額給付金（¥100,000）はもらえます！😀

技能実習
4/10まで

4/11〜5/28
特定活動(3月)

5/29〜
特定活動(6月)

れい ぎのうじっしゅうせい ばあい

がつ にち じっしゅう しごと お

がつ にち ぎのうじっしゅう VISA お

がつ にち VISA とくていかつどう さんかげつ しごと

がつ にち にほん RULE か

がつ にち にゅうかん とくていかつどう ろっかげつ しごと もうしこみ

がつ にち VISA とくていかつどう ろっかげつ しごと

さんかげつ ろっかげつ とくべつていがくきゅうふきん

ぎのうじっしゅう

とくていかつどう

とくていかつどう

「特定活動（３月）」のビザを「特定活動（６月）」に変えることができます。
とくていかつどう さんかげつ VISA とくていかつどう ろっかげつ か

次の「特定活動」の人も同じです。

・インターンシップ ・外国人建設就労者 ・外国人造船就労者 ・製造業外国人従業員

つぎ とくていかつどう ひと おな

いんたーんしっぷ がいこくじんけんせつしゅうろうしゃ がいこくじんぞうせんしゅうろうしゃ せいぞうぎょうがいこくじんじゅうぎょういん

《ビザを変えるとき》●東京入管：郵便で送ります。 ■他の入管：入管に行きます。
VISA か とうきょうにゅうかんゆうびん おく ほか にゅうかんにゅうかん い



【例４】難民申請をしている人の子どもの場合

・お父さん・お母さんが難民申請をしていて、３月より長いビザがあります。

・お父さん・お母さんは、特別定額給付金（¥100,000）がもらえます😀

・子ども（赤ちゃん）が生まれました。難民申請をしました。

・子ども（赤ちゃん）は、まだ３月より長いビザがありません。

＊特別定額給付金（¥100,000）は、もらえません😢

・５月２０日に、日本のルールが変わりました。

・３月より短いビザの子ども（赤ちゃん）も、特別定額給付金（¥100,000）がもらえます。

・市役所で、特別定額給付金の申し込みをします。

→特別定額給付金（¥100,000）がもらえます！😀

れい なんみんしんせい ひと こ ばあい

難民申請をしている人の子どもで、「住民票」がない子も、¥100,000 がもらえます。

とう かあ なんみんしんせい さんかげつ なが VISA

とう かあ とくべつていがくきゅうふきん

なんみんしんせい ひと こ じゅうみんひょう こ

こ あか う なんみんしんせい

とくべつていがくきゅうふきん

がつ にち にほん RULE か

とくべつていがくきゅうふきん

しやくしょ とくべつていがくきゅうふきん もう こ

こ あか さんかげつ なが VISA

さんかげつ みじか VISA こ あか とくべつていがくきゅうふきん

入管
にゅうかん
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《ビザを変えるとき》●東京入管：郵便で送ります。 ■他の入管：入管に行きます。
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