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Every autumn, Japan stuns residents
and visitors alike with its parks and
mountains blanketed in golden-red
hues. Starting from Hokkaido around
September, the temperature steadily
drops and the leaves turn color from
North to South.
For foreign visitors, Japan’s entry
restrictions remain one of the harshest,
second only to China. While it recently
loosened its daily foreigner entry cap
from 20,000 to 50,000 people, tourists of
any nationality are still required to
secure visas and book packaged “tours”
in advance of entering the country.
Such requirements seem absurd as an
extra measure of containing the virus —
Japan already has one of the highest
doubly-vaccinated rates, and only
thrice-vaccinated foreigners are
permitted to skip quarantine measures.
International tourism is a major industry
in Japan and, if allowed to reach its prepandemic levels, would spell a
significant leg-up for the endlessly
devaluating yen. While visas are usually
issued in order to prove the traveller’s
legitimacy, current visa restrictions
imply that Japan mistrusts enthusiastic
tourists from its closest neighbors.
Tourists from abroad are treated like
children, banned from building their
own itinerary and forced to comply with
travel agencies.
Despite the country’s top position on
the World Economic Forum’s newest
Tourism Competitiveness ranking, with
over thirty million tourists visiting in
2019 alone, Japan fails to take

advantage of its obvious charm. Instead,
the government chooses to maintain
meaningless restrictions that reek of
xenophobia and the country’s selfisolationist history. It’s on us citizens to
ensure that we remain a trusted and
inclusive nation.

Recent Activities
(September)

そろそろ今年も終盤に入り、北海道から南へ
と少しずつ紅葉が訪れるでしょう。日本の秋
の景色は、日本国民、外国人観光客問わずに
愛されているかと思います。
2022年秋も、日本の外国人入国制限は未だな
かなか緩まず、中国の次に厳しいと言われて
います。最近に入国者の上限が2万人から5万
人まで上がりましたが、それでも外国人は、
国籍や滞在期間問わずビザを取得する必要が
あります。また、9月上旬まではツアーガイ
ドを用意する必要があり、今でも、旅行代理
店を通して、決まった宿泊先や航空券のパッ
ケージを事前に購入する必要があります。
観光業が復活できれば、今の急激な円安にも
歯止めがかかることが期待できます。ビザや
パッケージツアーの条件などは、外国人をま
るで制御の必要な子供のように扱い、コロナ
対策とは関係ないような規制にも感じられま
す。歴史的に鎖国をしたり、もともと外の世
界からは切り離された島国ということもあ
り、見慣れない人には一層に警戒心を持つ国
民性が読み取れ、度々海外メディアの批判の
対象になっています。
一方で、日本には2019年だけで3千万人以上
もの観光客が訪れていて、世界国際フォーラ
ム（WEF）の観光競争率ランキングで一位の
座を確保しています。この世界的にも優位な
評判を今でも活かしたいところです。
GCI記者 西澤亮音

Free Consultation for
Foreigners

10 Sep 2022

外国人のための
無料専門家リレー相談会
例年のGCIと東京都との共同事業イベン
ト。 東上野外国人夜間相談所で開催。
※協力専門家：弁護士、産業カウンセラ
ー、ファイナンシャルプランナー、労
働相談員、他。
11 Sep 2022

外国人のための
就職準備セミナー

Foreigners' Job Seminar

が4つの企業ボランティアたちと合
同チームを組んで運営。LIFORKにて開
催。※協力企業：IT、法律事務所、人材
会社、損保。
GCI

Upcoming Activities
(October)
7, 21 Oct 2022

多言語法テラス

Free Legal Consultation
for Foreign Residents

毎月第一第三金曜日の夜に、困窮移民者
及び家族のための無料法律相談会を、弁
護士会の協力で開催中。
（以後、年内予定日：11/4, 11/18, 12/2,
12/16）
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