BEGINNING A NEW LIFE IN JAPAN

日本で始まる新しい生活のために

在留のための手続き

Visa procedures
● Check your Residence
Status on your Passport and
Residence Card

and subject to punishment. Staying in Japan
after visa expiration is also deemed an illegal
act and subject to deportation.

The conditions of your stay may vary depending on
your residence status. Conﬁrm your visa status and
duration, as indicated in the landing permission
stamp on your passport, to see how long you can
stay in Japan. Changes to your Residence Status or
Period of Residence require you to submit an
application to your local Immigration Bureau oﬃce.

* Following changes to the law made in July 2012,
re-entry procedures have changed.
(Please refer to the website of the Immigration
Bureau of Japan. http://www.immi-moj.go.jp/)

● Please note the following.

The Immigration Bureau handles applications for
re-entry permits, visa extensions and visa status
changes. The Osaka Regional Immigration
Bureau's Kobe District Immigration Oﬃce, Himeji
Port Branch Oﬃce is responsible for handling
immigration control and residence procedures
and other applications for international residents
in Himeji. The documentation required for a
certiﬁcate of eligibility, visa status changes and
visa extensions varies depending on the type of
visa status. Contact the Himeji Port Branch
Oﬃce for further information.

●Immigration control and
residence procedures

<Short-term visitors are not allowed
to work in Japan>

Those who have entered Japan on a short-term
visa for tourism or other such purpose are not
allowed to work in Japan.

<To obtain permission to engage in activities
not allowed under current visa status>

Depending on your residence status, it may be
necessary for you to receive Permission to
Engage Activity Other Than That Permitted Under
the Status of Residence Previously Granted
before you can engage in the activity in question.

Kobe District Immigration Oﬃce, Osaka
Regional Immigration Bureau Himeji Port
Branch Oﬃce

<Extend your visa>

Applications to change your residence status
can be made at any time. Applications to
extend your visa can be made from three
months prior the expiry of your visa.
Short-term visas may not, in principle, be
extended.
<To leave Japan temporarily> (see p.77)
When you leave Japan temporarily and plan to
return for the same purpose as your previous entry,
you must obtain a re-entry permit before leaving.

Address: Port of Himeji Administration
Aﬀairs Building, 294-1 Suka,
Shikama-ku, Himeji 672-8063
Access: Minato-cho or the ﬁnal stop of
Himeji Bus line #94
Other related oﬃces:
Kobe District Immigration Oﬃce, Osaka Regional
Immigration Bureau
078-391-6377

<Illegal employment or stay>

Conducting activities not permitted under your
visa, or working without a visa or under a
short-stay visa, is deemed illegal employment

Information and consultation services
for international residents P.15, 17

●在留資格の確認はパスポートまたは
在留カードで

●出入国審査や在留審査手続

出入国在留管理局は再入国許可、在留期間更
新、在留資格変更を取り扱います。
姫路市に在留している外国人の方の出入国に関
する審査や在留審査手続きその他の申請は、姫
路港にある大阪出入国在留管理局神戸支局姫路
港出張所で行われます。
在留資格認定証明書の申請及び在留資格の変更
申請、在留期間更新の申請を行う際に必要な書
類等については各在留資格によって違いますので、
詳細は姫路港出張所に問い合わせてください。

在留資格ごとに滞在の条件が異なるので注意しま
しょう。
日本に滞在できる期間がどれだけあるの
か、まずあなたのパスポートの上陸許可証印また
は在留カードの在留資格・在留期間を確認してく
ださい。
在留資格変更や在留期間更新を希望する
ときには地方出入国在留管理局での手続きが必要
です。

●こんなことには注意しましょう
〈短期滞在では働けません〉

観光などの目的で短期滞在資格を持って入国
している場合は働くことはできません。

大阪出入国在留管理局神戸支局姫路港出張所
079-235-4688
住 所：〒672-8063
姫路市飾磨区須加294-1
姫路港湾合同庁舎内
交 通：神姫バス94番
みなと町または終点で下車

〈資格外の活動をしたいときは〉
在留資格によっては事前に資格外活動許可
を受ける必要があります。

〈在留資格を変更または在留期間を更新したいとき〉
在留資格の変更を受けたい場合は随時に、ま
たは在留期間の更新を受けたい場合は在留期
限満了日の3カ月前から申請は受け付けられ
ます。ただし短期滞在の在留資格は原則とし
て更新は認められません。

Himeji Port Center Building

Shikama Police Station,
Suijo Station
Parking

駐車場

〈日本から一時出国するときは〉
（P.78参照）
一時的に日本を離れ、再び同じ目的で入国を
希望するときは再入国許可を受け、出国する
必要があります。

姫路港湾
合同庁舎
2F

Parking

駐車場

Himeji-kowan Godochosha 2F
「姫路港」
(Himeji port authority offices) バス停
Bus stop
“Himeji Ko (port)”
Parking

公園

駐車場

Park

公園

〈不法就労、不法滞在の場合〉

Park

在留の資格で定められたこと以外の活動を行
ったり、就労の資格を持たないで働くと不法
就労で罰せられます。また在留期限が切れた
まま日本に滞在すると不法残留となり退去強
制の対象になります。

参考情報：
大阪出入国在留管理局神戸支局

各種相談窓口

※2012年7月の法改正により、再入国手続等について変更があ
りました。（詳しくは、出入国在留管理局ホームページをご覧
ください。 http://www.immi-moj.go.jp/）
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姫路ポートセンタービル

飾磨警察署
水上分所
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078-391-6377

P.16.18

