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本冊子について 

 

本要領については、出入国在留管理庁、厚生労働省、外国人技能実習機構の以

下の HP に掲載されていますので、ご案内いたします。 

■法務省  

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00125.html 

 

■厚生労働省 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihat

su/global_cooperation/01.html 

 

■外国人技能実習機構 

http://www.otit.go.jp/jissyu_unyou/ 

なお、本編に含まれる、以下の別紙内容については、本冊子には掲載いたしており

ませんので、上記 URL より適宜ダウンロードしていただくようお願い申し上げます。 

運用要領 別紙 

① 技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針 

② 技能実習計画の認定申請の添付書類一覧 

③ 監理団体の許可申請の添付書類一覧 

④ 移行対象職種・作業の一覧（コード番号付き） 

⑤ 監理団体の業務の運営に関する規程例 

⑥ 個人情報適正管理規程例 

⑦ 省令様式 

⑧ 参考様式 

 

公益財団法人 国際人材協力機構 

　 本冊子は、出入国在留管理庁・厚生労働省が公表する「技能実習制度 運用要領」

の本文を、公益財団法人 国際人材協力機構にて印刷したもので、令和２年(2020年) 

４月３日の一部改正版を収録しています。 
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第１ 監理団体の許可の流れ 

 

 

① 許可申請 

技能実習の実習監理を行うためには、監理団体が監理事業の許可を得ている必要

があります。監理事業の許可の申請は、機構の本部事務所の審査課で受け付けてい

ます（機構の本部への郵送による方法、又は機構本部窓口への持参による方法で申

請を受け付けます。）。 

技能実習生と実習実施者との間の雇用関係の成立のあっせんを含む実習監理を

行う予定の３か月前までに申請を行うことが推奨されます。 

 

② 事前調査の実施 

申請書類の内容を確認するために、機構が調査を行います。 

 

③ 申請書・調査結果の送付 

機構から、法務省及び厚生労働省に対し、申請書と調査結果を送付します。 

 

④ 内容確認 

機構の調査結果をもとに、法務省及び厚生労働省において内容を確認します。 
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第２ 第１号技能実習開始までの流れ（団体監理型技能実習の場合を例示） 

 

 

① 技能実習計画の認定申請 

認定申請は、技能実習開始予定日の６か月前から可能です。また、原則として、開

始予定日の４か月前までに申請を行うことが必要です。認定申請は、機構の地方事務

所・支所の認定課で受け付けています（機構の地方事務所・支所への郵送による方

法、又は機構の地方事務所・支所窓口への持参による方法で申請を受け付けま

す。）。 

申請は、定められた様式によって行う必要があり、記載内容を確認するための添付

書類等の提出も同時に必要となります。 

※ 技能実習開始予定日の４か月前を過ぎてからの申請については、技能実習の開始

が予定日を超過してしまう可能性があります。申請は余裕をもったスケジュールで行

ってください。 

 

② 技能実習計画の審査・認定 

申請された技能実習計画については、技能実習法に基づく基準に照らして審査が

行われます。 
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第３ 第２号技能実習開始までの流れ（団体監理型技能実習の場合を例示） 

 

 

① 受検 

第２号技能実習を行うためには、第１号技能実習で設定した目標（基礎級の技能検

定又はこれに相当する技能実習評価試験の合格）の達成が必要です。 

第１号技能実習の修了後、速やかに第２号技能実習を開始する場合は、第１号技

能実習が修了する２か月前までには受検をすることが推奨されます。なお、第１号技

能実習の期間中の再受検は、１回に限り認められます。 

 

② 試験結果の通知 

試験実施機関から試験結果の通知を受けた技能実習生は、合否結果を実習実施

者に伝達することが必要です（技能実習生が機構への合否結果の提供に同意をし、

機構による受検手続の支援を受けた場合には、試験実施機関から、別途機構へ直接

合否結果が通知され、計画認定審査に反映されます。同意をせず、機構による受検

手続の支援を受けない場合には、技能実習生から実習実施者を通じて機構へ合否結

果を提出する必要がありますが、この場合には認定審査のスケジュールに支障を来す

可能性があることに留意が必要です。受検手続の支援の詳細は、機構のＨＰ等により

周知しています。）。 
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第４ 第３号技能実習開始までの流れ（団体監理型技能実習の場合を例示） 

 

 

① 受検 

第３号技能実習を行うためには、第２号技能実習で設定した目標（３級の技能検定

又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験の合格）の達成が必要です。 

第２号技能実習の修了後、１か月以上の帰国期間の後、速やかに第３号技能実習

を開始する場合は、第２号技能実習が修了する２か月前までには受検をすることが推

奨されます。なお、第２号技能実習の期間中の再受検は、１回に限り認められます。 

 

② 試験結果の通知 

試験実施機関から試験結果の通知を受けた技能実習生は、合否結果を実習実施

者に伝達することが必要です（技能実習生が機構への合否結果の提供に同意をし、

機構による受検手続の支援を受けた場合には、試験実施機関から、別途機構へ直接

合否結果が通知され、計画認定審査に反映されます。同意をせず、機構による受検

手続の支援を受けない場合には、技能実習生から実習実施者を通じて機構へ合否結

果を提出する必要がありますが、この場合には認定審査のスケジュールに支障を来す

可能性があることに留意が必要です。受検手続の支援の詳細は、機構のＨＰ等により

周知しています。）。 

 

③ 技能実習計画の認定申請 

認定申請は、技能実習開始予定日の６か月前から可能です。また、原則として、開

始予定日の４か月前まで（第２号技能実習の修了後、１か月以上の帰国期間の後、
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  一～五 （後述） 

 

（１） 技能実習生に対する報酬の額に関するもの 

 

【関係の法律の規定】 

（認定の基準） 

法第９条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場

合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、そ

の認定をするものとする。 

九 技能実習生に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

その他技能実習生の待遇が主務省令で定める基準に適合していること。 

 

○ 技能実習生に対する報酬の額については、技能実習生であるという理由で不当に低

くなるということがあってはなりません。同程度の技能等を有する日本人労働者がいる

場合には、技能実習生の任される職務内容や技能実習生の職務に対する責任の程

度が当該日本人労働者と同等であることを説明した上で、当該日本人労働者に対す

る報酬の額と同等以上であることを説明する必要があります。 

※ 令和２年 4 月から、有期雇用労働者について、同一企業内における正規雇用労

働者と、職務内容や職務内容・配置の変更範囲が同一である場合の均等待遇確

保が義務化されるなどの雇用形態に関わらない公正な待遇の確保が必要となりま

す（中小企業は令和3年4月から）。有期雇用労働者である技能実習生も対象とな

ることに注意してください。 

（「同一労働同一賃金」の詳細はこちら 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html） 

 

○ 同程度の技能等を有する日本人労働者がいない場合については、技能実習生に対

する報酬の額が日本人労働者に対する報酬の額と同等以上であるということについて、

賃金規程がある場合には同規程に照らした個々の企業の報酬体系の観点から、賃金

規程がない場合には、例えば、技能実習生の任される職務内容や技能実習生の職務

に対する責任の程度が最も近い職務を担う日本人労働者と比べてどのように異なるか

という観点から、説明を行うこととなります。 

 

○ なお、技能検定等の受検料や監理団体に支払う監理費等の費用がかかるからとい

って、技能実習生の報酬の額を低くすることは許されません。 

【確認対象の書類】 

・ 技能実習計画認定申請書（省令様式第１号） 
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・ 雇用契約書及び雇用条件書（参考様式第 1-14 号） 

・ 技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書（参考様式第 1-16 号） 

【留意事項】 

○ 技能実習生を継続して受け入れる場合について 

第２号技能実習及び第３号技能実習の賃金が前段階の技能実習よりも上回るなど技能等

の習熟度に応じた賃金の格付けを行う等、技能実習生が技能等の修得等をしようとする意欲

の向上に資するようにすることが必要です。 

【用語の解説】 

○ 報酬 

「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、一般的に通勤手当、扶養

手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの（課税対象となるものを除く。）は含まれま

せん。 

 

（２） 宿泊施設の確保に関するもの 

 

【関係の省令の規定】 

（技能実習生の待遇の基準） 

規則第１４条 法第九条第九号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令

で定める基準は、次のとおりとする。 

一 企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、団体監理型技能実習に

係るものである場合にあっては申請者又は監理団体が、技能実習生のための適切な宿泊施

設を確保していること。 

 

○ 実習実施者又は監理団体は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなけ

ればなりません。また、適切な宿泊施設として、下記の事項が確認できることが必要で

す。 

① 宿泊施設を確保する場所は、爆発物、可燃性ガス等の火災による危険の大きい

物を取扱い・貯蔵する場所の付近、高熱・ガス・蒸気・粉じんの発散等衛生上有害

な作業場の付近、騒音・振動の著しい場所、雪崩・土砂崩壊のおそれのある場所、

湿潤な場所、出水時浸水のおそれのある場所、伝染病患者収容所建物及び病原

体によって汚染のおそれの著しいものを取り扱う場所の付近を避ける措置を講じて

いること 

② ２階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を

２箇所以上（収容人数 15 人未満は１箇所）設ける措置を講じていること 

③ 適当かつ十分な消火設備を設置する措置を講じていること 

④ 寝室については、床の間・押入を除き、１人当たり４．５m2 以上を確保することとし、
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個人別の私有物収納設備、室面積の７分の１以上の有効採光面積を有する窓及

び採暖の設備を設ける措置を講じていること 

⑤ 就眠時間を異にする２組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置

を講じていること 

⑥ 食堂又は炊事場を設ける場合は、照明・換気を十分に行い、食器・炊事用器具を

清潔に保管し、ハエその他の昆虫・ネズミ等の害を防ぐための措置を講じていること 

⑦ 他に利用し得るトイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設ける

こととし、施設内を清潔にする措置を講じていること 

⑧ 宿泊施設が労働基準法第１０章に規定する「事業の附属寄宿舎」に該当する場

合は、同章で定められた寄宿舎規則の届出等を行っており、又は速やかに行うこと

としていること 

 

○ なお、監理団体等が確保した宿泊施設とは別の物件を技能実習生が宿泊施設とし

て希望した場合（例えば近隣の賃貸物件を希望した場合）には、技能実習生の自己負

担により、上記の基準を満たす宿泊施設に宿泊施設を変更することは差し支えありま

せんが、その場合には技能実習計画の変更の届出が必要となります。 

 

○ 宿泊施設については、施行規則第１４条第１号において「適切な宿泊施設を確保し

ていること」と規定されているため、原則として、技能実習計画認定申請時に、契約に

より確保されている必要がありますが、それが困難である特段の事情がある場合には、

確保予定の個別具体的な宿泊施設について、その概要が明らかになる資料（見取り

図）を示しつつ、申請して差し支えありません（なお、技能実習計画の認定後、当該宿

泊施設とは別の宿泊施設に変更することとなった場合には、計画の変更届出を行って

いただく必要があります。）。 
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【確認対象の書類】 

・ 技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書（参考様式第 1-16 号） 

・ 技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書（参考様式第 1-19 号） 

【留意事項】 

○ 「事業の附属寄宿舎」の適合性について 

労働基準法第１０章に規定する「事業の附属寄宿舎」の適合性について疑義がある場合

には、管轄する労働基準監督署に相談をしてください。なお、原則として、以下の条件を満た

せば労働基準法上の事業場附属寄宿舎に該当することとなります。 

・ 常態的に相当人数の労働者が宿泊し、共同生活の実態を備えていること。 

・ 独立又は区画された施設であること（事業主の母屋に同居する場合は寄宿舎に該当しな

い）。 

・ 事業経営の必要上その一部として設けられているような事業との関連をもっていること

（労務管理上共同生活の必要性の有無、事業場所内又はその付近にあるか。社宅・アパ

ートは非該当。）。 

○ 旧制度から技能実習生を受け入れて使用している宿泊施設について 

寝室について、床の間・押入を除き、1 人当たり４．５㎡以上を確保していない場合には、

適切な宿泊施設を確保しているとは、原則、認められないこととなります。しかしながら、旧制

度から技能実習生を受け入れて使用している宿泊施設については、寝室以外に私有可能な

スペースを別途設けている等の取組により、実質的に１人当たり４．５㎡以上の私有スペース

が確保されていると認められる場合には、当該宿泊施設を使用している間は、適切な宿泊施

設を確保していると認められる余地があります。 

個別具体的には、機構の地方事務所・支所の認定課に事前に御相談いただいた上で、技

能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書（参考様式第１-16 号）の特記事

項に上記の取組等を記載し、必要に応じて疎明資料を添付していただいた上で申請していた

だくことが必要です。 

○ ２階以上の寝室に寄宿する建物について 

容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を２箇所以上（収容人数15人未満は１箇所）設け

る措置を講じなければなりませんが、すべり台、避難はしご、避難用タラップ等の同様の代替

措置により技能実習生の安全を確保できる措置を講じている場合には、技能実習生の報酬・

宿泊施設・徴収費用についての説明書（参考様式第１-16 号）の特記事項に当該代替措置

等を記載し、必要に応じて疎明資料を添付していただいた上で申請していただくことが必要で

す。 

（３） 入国後講習への専念措置に関するもの 
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