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COVID-19対策期間中における就労ビザ及び滞在ビザの手続に関

する新ガイドライン 
 

法務人権大臣規則 2020年第 11号、並びに通達 2020年 No.IMI-GR.01.01-

2493を受けて、2020年 7月 10日、入国管理総局が滞在許可証規則及び今後の

サービスについて規定した通達 2020年 No.IMI-GR.01.01-1102（以下「CL-1102」） 

を公布しました。 

 

CL-1102は 2020年 7月 13日に発効し、従来規定していた外国人を対象とした滞

在許可証に関する救済措置を下記のとおりとしました: 

 

1. 有効期限切れの滞在許可証 （Izin Tinggal Terbatas （ITAS）/Izin Tinggal 

Tetap（ITAP）） を保有しインドネシア国外に滞在する者とその更新手続き 

 

滞在許可証 （ITAS/ITAP） 保持者で現在インドネシア国外に滞在している者で

有効期限切れの滞在許可証を所持しているが、労働省から労働許可証を取得

している若しくはインドネシア投資調整庁から推薦状を取得している （又は親族

再会規則に基づきインドネシアへの再入国を希望する者）は、CL-1102が効力

を生じてから 60日以内 （即ち、7月 13日から 60日以内） にインドネシアに再

入国し許可証の更新手続きをしなければなりません。滞在許可証 （ITAS/ITAP） 

を保有する家族にも同様の規定が適用されます。当該期限までにインドネシア

に再入国しない場合、許可証保持者はインドネシア入国前に新規のビザを申請

しなければなりません。 

 

有効期限切れの許可証の保持者は下記の空港・海港からの再入国が認められ

ます:  

1) スカルノ・ハッタ国際空港、ジャカルタ 

2) ングラ・ライ国際空港、デンパサール 

3) ジュアンダ国際空港、スラバヤ 

4) クアラナム国際空港、メダン 

5) ハン・ナディム国際空港、バタム 

6) バタム・センター国際海港、バタム 

7) チトラ・トリトゥナス国際海港、バタム 
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上記のいずれかの空港・海港からの再入国時、有効期限切れの滞在許可証 

（ITAS/ITAP） 保持者は保健証明書及び COVID-19の症状がないことの証明

書を提出し、さらにインドネシア政府が規定する保健手続（ヘルスプロトコル）に

従わなくてはなりません。 

 

インドネシア入国管理総局からの今般の新規則を受けて、有効な許可証の保持

者で現在インドネシア国外に滞在しており、許可証の延長が必要な者は、その

有効期限が到来する前にインドネシアに再入国し、許可証の延長手続きをする

ことを想定しておく必要があります。 

 

2. 有効期限切れの滞在許可証 （ITAS/ITAP） 保持者でインドネシア国内に滞在し

ている者 

 

現在インドネシア国内に滞在している外国人を対象に滞在許可証 （ITAS/ITAP） 

延長手続をすることができます（1日ごとの処理件数には上限数があることにご

留意ください）。 

 

有効期限切れの滞在許可証 （ITAS/ITAP） 保持者の内、緊急滞在許可証を取

得して延長の全ての要件を満たす者は、CL-1102 発効日から 30 日以内（即ち、

7月 13日から 30日以内）にその延長をしなければなりません。 

 

有効期限切れの ITAS/ITAP 保持者の内、緊急滞在許可証を取得し、その延長

ができない場合、、CL-1102発効日から 30日以内（即ち、7月 13日から 30日

以内）にインドネシアから出国しなければなりません。 

 

3. 滞在許可証 （ITAS/ITAP） 及び入国許可証（到着ビザ/VoA、シングルエントリ

ー、マルチプルエントリー） 保持者で現在インドネシア国内に滞在し、新規のテ

レックスビザ/通知を有する者 

 

滞在許可証 （ITAS/ITAP） 及び入国許可証（到着ビザ/VoA、シングルエントリ

ー、マルチプルエントリー） 保持者で、新規のテレックスビザを取得している者は、

インドネシアを出国して在外インドネシア公館にビザを申請せず、現地の入国管

理事務所に入国許可証又は滞在許可証を申請することができます。 

 

4. 入国ビザ （到着ビザ/VoA、シングルエントリー、マルチプルエントリー）保持者で

現在インドネシア国内に滞在している者 

 

入国ビザ （到着ビザ/VoA、シングルエントリー, マルチプルエントリー）保持者の

内、緊急滞在許可証を取得している者は、COVID-19パンデミック期間中及び

インドネシア出国のフライト欠航期間中の特別措置に従い、CL-1102発効日か

ら 30日以内（即ち、7月 13日から 60日以内）に現地の入国管理総局で許可

証の延長手続をすることが認められています。 

 

5. フリービザ/ビザ免除が適用されるインドネシア国内滞在中の外国人 

 

フリービザ/ビザ免除を適用してインドネシアに入国した外国人の内、緊急滞在

許可証を取得している者は、CL-1102発効日から 30日以内（即ち、7月 13日

から 60日以内）にインドネシアを出国しなければなりません。 

 

上記の規定に従わない場合、入国管理上の行政罰が滞在期限超過に対する罰則

という形式で適用されます。 

 

インドネシア国内の外国籍従業員について個別のご相談、ご質問等がございまし

たら、私どもの Global Mobility Services チームまで随時お問い合わせください。 
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