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外国籍人材誘致に向けて中国国家移民管理局が新政策を公布 

背景 

中国国家移民管理局（NIA）は、2019年7月17日付けで外国人及びその帯
同家族の出入国関連事項の申請に係る12箇条の新政策を公布した。新政策
は、より多くの外国籍人材及び外国籍を有する中国人を中国に誘致することを目
的としている。 

新政策は、2019年8月1日より施行される。 

注目ポイント 

新政策の影響は下記のとおりである。 

就労許可と居留許可の有効期間の延長 

従来（2019年8月1日以前）、外国籍個人が取得できる就労許可及び居留
許可の有効期間は通常2年以内であった。新政策によると、下記条件のいずれか
を満たす外国籍個人は、最大5年間有効な居留許可を申請することができる。 

- 中国国家重点大学、科学研究院及び外国専門家管理局または科学技術
委員会が承認するハイテク・イノベーション企業が招聘し、中国が特別に必要
とする技能を有するハイレベルな専門技術分野に従事する外国籍人材 
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- 中国国家重点発展分野に従事する個人、もしくはイノベーション・ベンチャー
チームのリーダーが保証する個人 

- 重要な貢献をした、かつ中国が特別に必要とする技能を有する外国籍人材
が推薦するチームメンバー 

中国の永久居留許可の申請 

新たな移民政策によると、中国で就労する外国籍個人が、下記のいずれかの条
件を満たす場合、永久居留許可を申請することができる。 

- 重要な貢献者、及び中国が特別に必要とする技能を有する外国人材。また
は、 

- 中国で連続して4年間勤務し、かつ中国での年間滞在期間が6ヶ月を上回る
こと。個人の年間賃金所得が所在地の前年度在職居住者の平均賃金所
得の6倍以上であること。個人所得税の年間納付額が、年間賃金所得の
20％を上回ること。または、 

- 博士号を取得した外国籍を有する中国人、もしくは中国国家重点発展分
野で連続して4年間勤務し、かつ中国での年間滞在期間が6ヶ月を上回る外
国人材。 

上記個人の外国籍配偶者及び18歳未満の子女も同時に申請できる。 

学生の居留許可申請の便利化政策 

中国国家重点大学または世界の名門大学から学士及びそれ以上の学位を取得
した優秀な外国籍留学生は、中国で2-5年間の居留許可を申請することができ
る。 

また、中国の有名企業もしくは事業単位から要請され、中国でインターンシップに
参加する国外大学生は、1年間のインターンシップビザを申請することができる。中
国とインターンシップ協議を締結した国からの外国籍留学生は、直接就労類居留
許可を申請することができる。 
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KPMGの所見 

中国のビジネス環境を強化し、イノベーション及びベンチャーを奨励するため、新た
な移民及び出入国政策は、その重要な一環として外国籍人材の誘致・確保に
役立つだろう。 

中国で外国籍人材を雇用・確保する予定のある企業は、申請者が上述の優遇
政策の適用条件を満たすかどうかを再確認し、かつ申請のプロセス及び申請期間
に対して企業の内部政策を調整しなければならない。 

中国の永久居留許可を申請する個人（ハイエンド外国籍人材、外国籍を有す
る中国人を含む）は、新政策に基づいて自身の申請条件を評価し、必要に応じ
て専門家に相談されるよう推奨する。また、中国で就労する外国籍個人は、取得
済みの就労許可もしくは中国の永久居留許可に対して、中国個人所得税の観
点から申請条件を評価し、専門機関に相談されるよう推奨する。 

KPMGは、引き続き新政策の詳細な実施条件に基づき情報を更新し、政策の
実施に向けて必要に応じてサポートを提供する。 
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