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雇用者のための労働の権利チェック新ガイド (Employer’s 
Guide to Right to Work check) 

UKVI（英国ビザ・イミグレーション）は雇用主のための

就労権利チェックガイド(Employer’s Guide to Right 
to Work check, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/u
ploads/attachment_data/file/638349/Employer_s_
guide_to_right_to_work_checks_-

August_2017.pdf)を最近改正しました。個人を雇用す

る前にUKVIガイダンスに定めるチェックを行うことで、個

人が不法労働者であった場合でも、雇用主は定められ

た手続をしたと弁明することができます。したがってUKVI

のガイダンスの変更を十分に理解することが重要となりま

す。以下その解説です。 

申請登録カード (Application Registration 

Cards (‘ARC’)) 

新しくなった申請登録カード（生体認証付き在留許可

(Biometric Residence Permit (‘BRP’カード)に類似）

が新規の難民申請者に発行されていますが、その申請に

ついては2017年7月から保留されています。すでに発行さ

れている旧ARCは2019年まで引き続き有効です。

UKVIは改正ガイダンスで、ある個人が英国内での労働

の権利を得ていることをチェックする証拠として、雇用主

が新しい生体認証付きARCまたは旧のARCを使用でき

ることを確認しています。ただし就労権利および就労に対

する制約について「雇用者チェックサービス」（Employer 

Checking Service）からビザ申請中である旨の通知

(Positive Verification Notices)を確認済みであること

が条件となります。 

EEA（欧州経済領域）の国籍を持つ者の家族

でEEAの国籍を持たない者 

EEA（欧州経済領域）の国籍を持つ者の家族でEEA

の国籍を持たない者については、英国内での就労権利

を書面化することは必須要件ではなく、英国内での就労

権利を有する証拠として以下の文書を受理することを

UKVIが確認しています。 

 職の応募者（従業員）自身の身分を示す証拠

（たとえばパスポート）；および

 EEA国籍を有する家族との関係を示す証拠（たと

えば婚姻証明書、シビルパートナーシップ証明書、出

生証明書）；および

 EEA国籍を持つ家族に関する以下の証拠：

 英国での永住権を得ていること；または

 英国で就労していること（たとえば雇用契約、給与

明細、雇用主発行のレター）；

 英国内で自営業者であること（たとえば契約、請求

書、または監査済み会計報告）；または

 英国で自活していること（たとえば銀行口座明細

書）。

ただしUKVIは、EEAの国籍を持たない家族が不法労働

者であると判明したときには、雇用主がこの文書によって

法的弁明とすることはできないとしているので、ご注意くだ

さい。したがって実務的に可能であれば、雇用主は英国

内でEEA国籍を持たない家族の者を雇用する前に、当

局発行のRight to Workチェックガイドに掲載されている

リストAおよび／またはリストBの書類を要求する必要が

あります。

自発的就労(voluntary work) 

UKVIは英国への移民許可を得た個人がボランティア活

動(volunteer)を行うことを認めていますが、自発的就労

(voluntary work)をすることはできないとしています。ボラ

ンティア活動と自発的就労の法的な違いは、どのような

場合でも明確ではありません。したがって個人が自発的

就労をするのを許可する前にPwCの担当にご連絡くださ

い。

30日暫定入国ビザ 

UKVIはこのガイダンスで、雇用主が個人の就労権利に

ついて30日の暫定入国ビザに基づきRight to Workチェ

ックを行い、その個人が当該ビザの有効期限前に生体

認証付き在留許可(BRPカード)を提供できなかった場合

は、雇用主が従業員に引き続き英国内で就労する権

利があると確信するのであれば雇用を打ち切る必要はあ

りません。ただし、その30日を経過すると雇用主は従業
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員の不法就労判明時に法的弁明ができなくなることを

確認しています。 
 

不法就労判定の新基準 
 
ガイダンスでは、内務省は多くの事案に対しては引き続き

民事罰を適用するものの、特定の事案に対しては状況

に応じて刑事訴追をすることも検討するとしています。 
 

海外からの学生の雇用 
 
UKVIは、雇用主が学生の就学中に認められている就

労許容時間数を確認する場合、本人の保持するBRP

カードにある記載内容に基づかねばならないことを明らか

にしています。UKVIでは、ガイダンスにおいて就労上の1

週間とは月曜日から日曜日のことで、この期間に許容さ

れている就労時間数を超えてはならないとしています。 
 

学生のBRPカードに就労許容時間数が記載されていな

い場合は、その学生には英国内での就労権利がないも

のと解釈し、英国内で雇用されてはならないことが確認さ

れています。 
 

雇用主への影響 
 
雇用主は、2017年8月16日以降に行う就労権利のチェ

ックに関しては、改正ガイダンスに従って行う必要がありま

す。 
 

また、貴社のHRポリシーとチェックの手続はこのような変

更を反映するものに更新しておかねばなりません。弊事

務所ではこれらHRポリシーの変更、アップデートに関する

アシスタンスを提供しております。 
 

詳細についてはPwCの貴社担当窓口までご遠慮なくお

尋ねください。 
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